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２０１８年５月１５日号 

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 

 4/29 (日 )大内地域交流センター・ JA大内支所周辺にて『第40回大内まつり』が開催されました。 

 当日は、大型連休中ということもあり、非常に多くの来場者で盛り上がりました。 

 おまつり会場では、屋内・屋外で各種団体が日頃の活動成果の発表の場として、演奏、演武、舞踊、ダ

ンス、吹奏楽や歌などの披露、体験教室、飲食物等の販売などが行われ、子供も大人もたくさんの方がま

つりを楽しまれていました。 

 また、今回も参加型イベントとして合唱とダンスが行われました。合唱は地域のコーラスグループと大

内中学校合唱部が中心となり、「花は咲く」、「翼をください」、「ふるさと」を歌いました。ダンスは大内

中学校レクリエーションダンス同好会が、客席から参加者を募り、会場が一体となって、大内の元気を発

信しました。 

 ご来場いただきました皆様、ご協力いただきました実行委員の皆様、出展・出演者の皆様、お手伝い頂

きました皆様、準備作業、当日の運営、大変お疲れさまでした。ありがとうございました。  

会場みんなでレッツダンス！！ 

中学生ボランティア ふれあいどうぶつ村 演武披露 はしご車体験 

もちまきでフィナーレ 

人口 ２３,２９３ 人 男性 １１,１８７ 人

世帯 ９,９１３ 世帯 女性 １２,１０６ 人
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★日 時：6月13日（水）・20日（水） 

       両日とも 10：00～12：00 

     （今年度から午前中の講座になっております） 

★場 所：大内地域交流センター 

★定 員：15名（先着順） 

★参加費：1,500円（2回分、テキスト代含む） 

      ※初回受講時にご用意ください。 

★その他：ノートパソコン持参のこと（貸出可） 

★申 込：大内地域交流センター ℡927-0473 

～地図を入れた案内文を作ろう～ 

コンビニ 

体育館 

パン屋 神社 

ケーキ屋 

受講生募集 

 今回はワードの図形を使って簡単な
地図を書き入れた案内文を作ります。 

《 地図の一例 》 

 山口ゆめ花博の前売入場券を大内地域交流センター（地域担当窓口）で

販売しております。事前に申し込みされた方は、ご購入をお願いします。 

 また、事前申し込みされていなくても購入可能です。 

 是非、この機会に購入を検討されてはいかがでしょうか。 
 

大内まつりでちょるるもゆめ花博のPR 

券 種 普通入場券 パスポート券（全期間通用入場券） 

区 分 大人 高校生 小・中学生 大人 高校生 小・中学生 

前売券 900円 600円 500円 2,400円 1,600円 1,200円 

当日券 1,200円 800円 600円 3,000円 2,000円 1,500円 

   ～ 山口ゆめ花博開催概要 ～ 
 

 ◆日 時 平成30年9月14日（金）～11月4日（日） 

 ◆場 所 山口きらら博記念公園 

  

 1,000万の花と1,000のイベント・体験プログラムが皆様をお待ち

しております。ゆめの未来公園で遊びましょう！！ 
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 過去の戦争でなくなられた方々に対して追悼の意を捧げ

るとともに、過去の教訓を風化させることなく平和の大切

さを伝えるため、追悼式を開催します。 

 ◆日 時 5月26日（土）11時～ 

 ◆場 所 山口南総合センター（名田島1218番地1） 

 ◆入場料 無料（供物料等はご遠慮下さい。） 

 ※事前の申し込みは不要です。 

  当日10時50分までに会場にお越しください。 

 ◆問合先 市地域福祉課 ℡934-2790 

 今年も大雨が心配される「梅雨･台風シーズン」が近づいてきました。 

 これに備えて、宮島町の上下水道局に配備されている排水ポンプ自動車（毎分

10㌧の排水能力）の操作訓練を山口市と大内地区の防災活動の第一線で活躍され

ている消防団大内分団が合同で行います。 

 見学は自由にできます。これを機に、水害への備えを再確認しましょう。 

 ◆日 時 平成30年5月27日（日） 9:30～10:30  

 ◆場 所 やまぐちリフレッシュパーク（市民プール） 

 ◆問合先 市上下水道局 下水道整備課 下水道管理室 ℡933-6692 

◇子ども手芸教室 

 日時 第4水曜日の 15時30分～ 

 場所 大内地域交流センター 

 先生と一緒に色々な作品を作ります。 

 ※材料代300円が必要です。 

 大内地区学校週五日制教育懇談会では、子どもたち

が安心して活動できるような「居場所づくり」のため

に、「大内子ども夢クラブ」を実施しています。 

 この「夢クラブ」に入ることで、違うクラス、違う

学年、違う学校の人と一緒に、ふだんなかなかできな

いような活動や、自分がやってみたいと思った活動に

参加できます。 

 新しい友達を作るため、放課後退屈しないため、友

達が行くって言うから…。 

 理由はそれぞれです。早速会員登録をして、水曜・

土曜は大内地域交流センターで楽しみましょう！！ 

◆会員になれる人：大内地区に住んでいる小中学生ま

たは大内地区の小中学校に通学している人。 

◆会員になる方法：会員申込書に必要事項を記入し

て、大内地域交流センターに提出してください。 

 ※申込書は大内地域交流センターにあります。 

◆参加費：講座によっては、材料費や保険料がかかる

ことがあります。 

◆申込・問合先：大内地域交流センター 

        （℡ /FAX 927-0473）       

◇子どもいご講座 

 日時 第 1・3土曜日の 13時～ 

 場所 大内地域交流センター 

 先生の説明や対局があります。 

◇子ども生け花教室 

 日時 第4土曜日の 13時～ 

 場所 大内地域交流センター 

 先生と一緒に生け花をします。 

 ※お花代500円が必要です。 

※この他にも色々な講座や教室を企画します。 

■日 時 6月 1 1日（月） 10：30～ 12：00 

■場 所 大内地域交流センター 和室 

■対 象 幼・保園児以下のお子様と親 

■内 容 ・絵本のおはなし会 

     ・工作をしよう ・手あそび 

     ・自由に絵本を読もう 

■申込み 不要 

■問合先 大内地域交流センター 

     ℡927-0473 
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王さまになった羊飼い イ ヨンギョン 

ばけバケツ 軽部 武宏 

モデルが秘密にしたがる 

 体幹リセットダイエット 
佐久間 健一 

海馬の尻尾 荻原 浩 

香草・ハーブレシピ ワタナベ マキ 

オーパーツ死を招く至宝 蒼井 碧 

意識のリボン 綿矢 りさ 

本所おけら長屋 シリーズ１0 畠山 健二 

・ 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。 

 講師の先生に教えていただきながら、親子で体を動かして、ふれあって楽しく遊びましょう。 

 大内地区の食推（食生活改善推進員）さんによる子どものおやつのお話と手作りおやつのお土産

もあります。 

◆日 時 6月12日(火) 10:00～11:30 

◆場 所 大内地域交流センター 2階和室 

◆対 象 乳幼児とその保護者 20組程度 

◆内 容 ☆親子あそび（ふれあいあそび、絵本の読み聞かせなど）1時間程度 

      講師 大内光輪保育園 子育て支援センター大内 KOURINすくすく 植木 直香 先生      

     ☆“子どものおやつのとり方”のお話  

      大内地区食生活改善推進員（食推さんの手作りおやつのお土産があります。） 

◆その他 申し込みの際、お子さんの年齢（月齢）をお知らせください。 

     動きやすい服装で参加してください。水分補給のお茶とタオルをご持参ください。 

◆申込先 大内地域交流センター（℡927-0473） 

◆協 力 山口市食生活改善推進協議会 大内地区  ◆主 催 山口市母子保健推進協議会 大内地区 

 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6月7日（木）、6月8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10月1日から平成29年12月31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（℡901-1040） 


