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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１８年２月１５日号 

人口 ２３,３８２ 人 男性 １１,２３６ 人

世帯 ９,９０４ 世帯 女性 １２,１４６ 人

発行／山口市大内地域交流センター（旧公民館） 

   山口市大内矢田北一丁目１０番１１号 

   ＴＥＬ・ＦＡＸ／０８３－９２７－０４７３ 

 1月7日（日）に山口市民会館で行われた成人

式の写真ができましたので右記のとおり配布い

たします。 

 写真の申し込みをされた方は大内地域交流セ

ンターに受取りに来てください。 

・配布期間：2月 13日（火）～3月30日（金） 

・配布時間：8時30分～ 17時 15分 (土日祝日以外 ) 

・配布場所：大内地域交流センター 

 ※領収書をご持参ください。 

 ※代理の方が取りに来られても結構です。  
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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 朝の時間を有効に利用することは、自分のやる気を出すにも、脳の働きを活性化させるためにも

とても大切なことです。この貴重な時間を仕事や生活の幅を広げるための時間に使いませんか。  

 今回の朝活は、ロシア出身で山口県立大学大学院を卒業後、幼・保・小学校や大学で講師を勤

め、現在は英会話教室を経営され、一昨年には長門市での日露首脳会談での通訳を勤められました

上田エカテリーナさんにお話ししていただきます。 3人のお子さんのお母さんでもあり、英会話教

師、講演活動等で活躍されていらっしゃるエカテリーナ先生からどんなお話が聞けるでしょうか。みん

なで語り合いましょう。ぜひご参加ください。 

 講  師：上田エカテリーナ  氏  

 テーマ：「外国人として、女性として、母親として日本の15年間の生活、活動について」  

◆日 時 平成30年3月2日 (金 ) 7 :00～8:00 

◆会 費 100円（会員制で会費は各回お支払いいただきます） 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆その他 朝食はパンとコーヒーを用意します 

◆定 員 20名 

◆申込先 大内地域交流センター ℡083-927-0473（締切 2月26日（月））  

 氷上浪漫里山の会が皆様のおかげをもちまし

て、結成10周年を迎えました。その記念行事とし

て、下記のイベントを開催します。 

◆日 時：平成30年2月25日（日） 10時～ 13時 

◆場 所：山王社遺構公園 

   （妙見社・氷上山興隆寺の向かい側） 

◆内 容：ピザ・ポンぽら飯・豚汁・ 

     マシュマロ焼き・整備作業・植樹 

◆参加費：500円 

◆対象者：小学生～大人 

◆申込先： fax083-924- 1263  
      （氷上浪漫の会事務局） 

     携帯090-7545-4202 

 「子ども達に明るい未来と夢を！」をテーマに、春の火

災予防運動行事の一環として、レノファ山口及びイオング

ループと連携した下記の防災イベントを開催します。 

◆日 時：平成30年3月4日（日）  

  晴天時 10：00～14：00 雨天時 10：00～12：00 
◆場 所：ザ・ビッグ大内店駐車場および2階の一部 

◆主 催：山口市消防本部 

◆問合先：中央消防署大内出張所 083-941-0119  

（屋外）・はしご車体験搭乗 ・ミニ消防車放水体験   

    ・消防カート体験  ・地震体験コーナー他   

（屋内）・消防絵画作品展示  

※雨天時 ・お楽しみ抽選会・ミニ消防車と写真撮影 

 「発達障害」のある子どもの育ちを支え

るために、どのようなまなざしを向けたら

よいか、一緒に考える絶好の機会です。 

 多数の皆さまのご来場をお待ちしており

ます。日程は右のとおりです。 

講 話 『発達障害のある子どもと家族へのまなざし』 

      講師 山口県立大学教授 藤田 久美 氏 

日 時 平成30年3月3日（土）13：00～15：30 
場 所 大内地域交流センター 2階 講堂 

主 催 大内地区人権学習推進協議会 

申 込 大内地域交流センター 

     ℡083-927-0473（締切 2月28日（水）） 
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 山口市では、絵本に関心を持ち始める

時期の乳児とその保護者を対象に、絵本

を無料で贈呈し、絵本を通して親子の絆

を強めることができる「ブックスタート

体験会」を開催しています。 

ぜひご参加ください。 

 ◆日 時 平成30年3月8日（木）、3月9日（金） 

       両日とも10時～12時 

 ◆場 所 大内地域交流センター 2階 和室 

 ◆対 象 平成29年7月1日から平成29年9月30日の間に 

      生まれた乳児とその保護者 

      ※受付は随時行います。 

       ・所要時間は15分程度です。 

       ・対象者にはハガキでご案内いたします。 

 ◆問合先 山口市立中央図書館（℡083-901-1040） 

月 日 講座内容 講師等 

H30年4月 12日  開講式／地域再生の担い手を求めて 山口大学名誉教授 小谷 典子 

5月 10日  選挙にまつわるお金の話 山口県立大学国際文化学部教授 井竿 富雄 

6月 14日  心おだやかに生きる 山口短期大学非常勤講師 山崎 凱千・喜久子 

7月 12日  口腔ケアについて 歯科衛生士 上鍛治 実美 

8月9日  山口市の交通政策について 山口市交通政策課職員 

9月 13日  わが国の国際貢献のあり方 山口学芸大学教育学部長教授 香川 智弘 

10月 1 1日  〈公開講座〉会津と長州の友好に向けて 白虎隊の会 下関支部長 吉井 克也 

1 1月8日  【視察研修】長門市方面 ― 

12月 13日  
ゆとりある社会へ 

 -消費税10％の使い方、暮らし方- 
山口大学経済学部教授 仲間 瑞樹 

H31年 1月 10日  時事問題 時事通信社山口支局 支局長 岸本 邦彦 

2月 14日  在宅医療・緩和ケアの実態 すえなが内科在宅診療所院長 末永 和之 

3月 14日  閉講式／学びを活かすために 山口シティカレッジ 運営委員 

 「山口シティカレッジ」で、政治・経済・健康等の幅広い分野の課題や地域課題を学び、地域社会

やグループで活躍しませんか？ 

 ◆日   時  平成30年4月～平成31年3月までの毎月第2木曜日 10時～ 12時 

 ◆場   所  山口市男女共同参画センター（ゆめぽぽら）第 1講座室 

        （〒753-0074 山口市中央2丁目5-1 市民会館事務室2階） 

 ◆対象・定員  市民 先着50名（ただし初受講者を優先） 

 ◆受 講 料  年間2,500円（開講時にご持参ください。視察研修は、別途一部負担） 

 ◆申込み方法  ハガキまたはFAXで申し込み（締切：平成30年3月5日（月）当日消印有効） 

         住所・氏名・電話番号・年齢・性別・受講歴（あり・なし）を明記のこと 

         受講生には、3月末までに受講証をもって通知に代えます。 

 ◆申し込み先  山口市協働推進課 生涯学習担当 

               （〒753-8650 山口市亀山町2- 1 ℡083-934-2763 fax083-934-2702） 
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味つけ冷凍レシピ 森 洋子 

盤上の向日葵 柚月 裕子 

院長選挙 久坂部 羊 

鳳雛の夢 上・中・下巻 上田 秀人 

君の嘘と、やさしい死神 青谷 真未 

子うさぎましろのお話 
佐々木 たづ【文】 

三好 碩也【絵】  

はいちーず 山岡 ひかる 

キッズペディア 世界の国ぐに 小学館 

◆勤務内容 大内まちづくり協議会及び関係団体の事務 

◆資  格 ・大内地区在住の方 

      ・パソコンができる方（ワード、エクセル等） 

      ・平成30年6月から勤務できる方 

      ・大内のまちづくりに熱意のある方 

◆勤務場所 大内地域交流センター 

◆勤務日数 週4日を基本 

◆休  日 土曜日、日曜日、年末年始及び祝日 

      （但し、イベント開催日に振替勤務有） 

◆応募方法 平成30年3月15日（木）までに

下記へ履歴書を提出してください。 

◆面 接 日 平成30年4月5日（木）13時30分 

  から大内地域交流センターで行います。 

※面接時間の詳細は別途ご連絡します。 

◆応  募 大内まちづくり協議会 

 問 合 先 （大内地域交流センター内） 

      ℡ 050-1265-7063 

      fax 083-927-0473 

大内まちづくり協議会では以下のとおり事務局員を１名募集します。 

・ 1回につき、一人3冊まで借りることができます。 

・本を借りる時は、事務室の貸出ノートに記入して下さい。 

・返す時は事務室に持ってきて下さい。 

・初めて借りる人は、登録カードを作ります。 

※本は、みんなで利用するものです。大事にあつかってくだ 

 さい。もし破れたりしたら、返す時に声をかけて下さい。 

平成29年度 公益社団法人 国土緑化推進機構 「緑と水の森林ファンド事業」 

 歴史ある大内畑地区の大内桜周辺を整備し、地域の文化を未来へ

伝えましょう。 

 大内畑は、守護大名・大内義隆が滅んだ時、一族が落ち延びてき

た場所と伝えられています。 

 伝説では、姫と乳母が陶氏に追われて、自害し、その怨霊が化け

て花となったのが、大内桜といわれています。 

 側には、琳聖太子の墓と伝えられる石塔や芭蕉句碑もあります。 

 ◆日 時：平成30年3月4日（日） 10時～ 12時 

 ◆場 所：山口市大内御堀4659番地（大内畑） 

 ◆内 容：サツキツツジ・アジサイの植栽及び養生工事 

 ◆行き方：県道 194号線・市道菅内3号線の分岐点から 

      3.3Kｍ先を左折、700ｍ先の左側。 

 ◆申込先： fax  083-927- 1034（大内桜の会事務局）  

 （問合先）携帯 080-19 12-3357（藤井） 

ー大内桜周辺の環境整備（植樹祭）－  
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