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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１８年７月１５日号 

人口 ２３,３３６ 人 男性 １１,２０３ 人

世帯 ９,９３８ 世帯 女性 １２,１３３ 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 

 7月 1日（日）に、鋳銭司の県消防学校グラウンドで市

内消防団33分団が参加し、消防操法大会が開催されまし

た。 

 大会では、5人が 1チームとなり、消火活動用のポンプ

で水をくみあげ、ホースを延長し、約60ｍ先の火点

（標的）に放水し、そのスピードと正確さ、動きの綺麗

さを競い合いました。山口市消防団東部方面隊大内分団

も出場し、日頃の訓練の成果を十分に発揮されました。 

 この日に向けて、夜遅くまで熱心に訓練された出場選

手の皆さん、また、選手をサポートされた皆さん、たい

へんお疲れさまでした。 

出場選手は以下の方々です。 

 指揮者 中野 和弘 １番員 藤本 和志 

 ２番員 福原 剛志 ３番員 中村 育徳 

 補助員 岩田 益基 

  ～ちえ先生に教えていただきながら、産後のからだをリフレッシュします～ 

 ◆日 時  8月7日（火）10：00～11：30 

 ◆場 所  大内地域交流センター 2階 講堂 

 ◆対 象  乳幼児をもつ保護者 15人程度 

 ◆内 容  産後でゆるみがちな骨盤まわりをひきしめます。 

 ◆講 師  宮村チエコ先生 

 ◆持参物  ヨガマット（バスタオルでも可）、フェイスタオル、水分補給用の飲み物 

 ◆申込先  大内地域交流センター（℡083-927-0473）  

 ◆その他  ・申込の際、お子さまの年齢（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。 

       ・お母さんから離れられるお子さまは、同じ部屋で託児をします。 

 ◆主 催  山口市母子保健推進協議会 大内地区 



２０１８年７月１５日号 

 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 大内地域交流センターでは、いつもたくさんの人が、いろいろな「楽しい」ことをやっています。そん

ないろいろな「こうざ」を、夏休みのあいだにちょっとだけ体験してみませんか？  

 いつもはなかなかできない、新しくて楽しいことにチャレンジしてみませんか！ 

※受付開始はどの講座も7月17日（火）8:30～ 大内地域交流センター（083-927-0473）まで。 

 夏休みの書道課題に挑戦！ 

◆日 時  7/27(金 )10 :00～ 12 :00  

◆対 象  小学生 

◆定 員  16人（先着順） 

◆参加費  いりません 

◆持参物  手拭き、習字道具、 

      半紙20枚程度（販売もあります） 

      ビニール袋（作品の持ち帰り用）      

◆申込締切 7/25（水） 

 竹を使って型染にチャレンジしよう⤴自分だけのと

ても可愛い作品を作ります。 

◆日 時  7/24（火）午前9:30～ 12 :00 

◆対 象  小学生 

◆定 員  20人（先着順） 

◆参加費  500円 

◆持参物  手拭きタオル 

◆申込締切 開催日の前日 

 布で首かざりを作りましょう！新聞紙で紙バッグ

も作ります。 

◆日 時  8/6(月 )   9 :30～ 1 1 : 30  

◆対 象  小学生 

◆参加費  いりません 

◆申込締切 8/3（金） 

 盆栽の育て方とコケ玉作り体験をしませんか。 

◆日 時  8/11（土) 9:30～11:30 

◆対 象  小学3年生以上 

◆定 員  10人（先着順）※保護者同伴可 

◆参加費  500円 

◆持参物  持ち帰りに使うカゴ・ビニール袋等 

◆申込締切 8/6（月） 

 ※自分で育てている鉢植えや苔玉がある人は、 

 持参されれば、講師からアドバイスがもらえます。 

 ミニうちわに一文字書いてみましょう！ 

 （※夏休みの課題はしません。） 

◆日 時   7/24（火） ,8 /7 (火 )  10 :00～ 1 1 :00 

◆対 象   小学生 

◆定 員   6人程度（先着順） 

◆参加費   いりません 

◆持参物   習字道具一式（半紙不要） 

◆申込締切 それぞれ前の週の金曜日  

★書道教室（墨花会）  ★書道教室（玄游会 彩月書道教室）  

★布あそび（大内あすなろ会） 
 犬のブローチを作りましょう！ 

◆日 時  8/ 1(水)9:30～ 12:00 

◆対 象  小学生 

◆定 員  20人（先着順） 

◆参加費  300円 

◆申込締切 7/26（木） 

★手芸教室（夢工房「喜喜」） 

 指文字、簡単な手話表現（名前の自己紹介、

あいさつ）、名刺づくりが体験出来ます。 

◆日 時  7/28(土 )  14 :00～ 15 :00 

◆対 象  小学生 

◆定 員  10人程度（先着順） 

◆参加費  いりません 

◆申込締切 開催日の前日 

★かんたん手話（大内きららの会） 

★押花を使ったうちわ作り 

 （ふしぎな花倶楽部） 
 押花でうちわを作ってみよう！ 

◆日 時  7/26(木 )   10 :00～ 1 1 : 30 

◆対 象  小学生 

◆定 員  20人（先着順） 

◆参加費  いりません 

◆持参物  はさみ、のり 

◆申込締切 7/23（月） 

★染物体験（型染遊禅染色教室） 

★盆栽入門（山口盆栽同好会） 
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 簡単なレクリエーションダンスをしましよう！ 

◆日 時  8/2(木 )  13 :30～ 14 :30  

◆対 象  小学生 

◆定 員  10人（先着順） 

◆参加費  いりません 

◆持参物  上靴、飲物 

◆申込締切 開催日の前日 

 声に出して表現しよう！（大型絵本に挑戦） 

◆日 時   8/6（月） 13 :30～ 14 :30 

◆対 象  小学生   

◆参加費  いりません 

◆持参物  筆記用具 

◆申込締切 8/3（金） 

 みんなでフォークダンスをして遊びましょう。 

 誰でも踊れるやさしいダンスをします。 

◆日 時  8/22(水 )  10 :00～ 1 1 :00 

◆対 象  小学生 

◆参加費  いりません 

◆持参物  飲物 

◆申込締切 開催日の前日  

 卓球の基本をやさしくわかりやすく教えます。 

◆日 時  7/27(金) 13 :00～ 14:30 

◆対 象  小学3年生以上 

◆定 員  12人（先着順） 

◆参加費  いりません 

◆持参物  室内シューズ・タオル・飲物     

     ※ラケット・ボールは用意します。 

◆申込締切 開催日の前日 

 空手の基本、ミット打ちなどに挑戦！ 

◆日 時  8/ 19(日 )  13 :00～ 14 :00 

◆対 象  幼稚園年中～小学生 

◆定 員  20人（先着順） 

◆参加費  いりません 

◆その他  タオル、飲物 

◆申込締切 8/15（水） 

 空手の基本練習をやってみよう！ 

◆日 時  8/ 1（水） 17 :00～ 18 :00 
◆対 象  5歳以上 

◆参加費  いりません 

◆持参物  タオル、飲物 

◆申込締切 開催日の前日 

子ども生け花教室 ：7/28（土）、8/ 19(日 ) 13 :00～ 15 :00 

子どもいご講座 ：7/21、8/4 , 18(土 ) 13 :00～ 14 :30 

手芸教室 ：7/25、8/22(水 )  15 :30～ 17 :00 

※大内子ども夢クラブの会員登録をしていない人は登録もしてくださいね。  

★大内卓球クラブ  ★大内ラージ卓球クラブ 
 みんなで卓球を楽しみましょう！実戦指導です。 

◆日 時  8/ 1(水 )  13 :00～ 14 :30 

◆対 象  小学3年生以上 

◆定 員  12人くらい（先着順） 

◆参加費  いりません 

◆持参物  室内シューズ、タオル、飲物 

     ※ラケット・ボールは用意します。 

◆申込締切 7/27（金） 

★大内レクダンス同好会 ★大内フォークダンスサークル 

★錬心舘空手 ★糸東空手道スポーツ少年団 

★健康体操（自彊術 大内教室） 
 日本で一番古い体操をしてみませんか。 

◆日 時  8/20(月 )  10 :00～ 1 1 : 30 

◆対 象  小学3～6年生 

◆定 員  3人（先着順） 

◆参加費  いりません 

◆持参物  バスタオル（敷物用）、飲物 

◆申込締切 8/ 17（金） 

★バレエ体験（黒田バレエスクール） 
 バレエの基礎をふまえつつ、音楽に合わせて踊

り、体を動かす楽しさを体験してみませんか。 

◆日 時  7/31、8/7、8/21(火 ) 17 :30～ 18 :30  

◆対 象  3歳以上 

◆参加費  いりません 

◆持参物  タオル、飲物 

◆申込締切 それぞれの開催日の前日  

★初心者のお琴教室（琴同好会）  ★朗読劇やまぐち 
 初心者コト始め！ 

◆日 時   8/7（火） 10 :30～ 1 1 : 30  
◆対 象  小学校高学年   

◆定 員  3人（先着順） 

◆参加費  いりません 

◆申込締切 開催日の前日 
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バムとケロのおかいもの 島田 ゆか 

でんじろう先生のわくわく科学実験 米村 でんじろう 

レシピを見ないで作れるようになり

ましょう。 
有元 葉子 

勝利のルーティーン 西野 朗 

世界一やせるスクワット 坂詰 真二 

ウォーターゲーム 吉田 修一 

天子蒙塵 ３ 浅田 次郎 

いいから いいから ５ 長谷川 義史 

・ 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。 

 優 勝：高芝 

 準優勝：御堀 

 第三位：茅野神田、氷上 

（１部）       

優 勝：中村    

準優勝：中矢田   

優勝した高芝町内会の皆さん 

１部優勝の中村自治会の皆さん 

 たくさんの絵本に囲まれて、ゆっくり、のんびり

過ごしませんか。（申込み不要） 

◆日 時 8月6日（月） 10：30～ 12：00 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 和室 

◆対 象 幼・保園児以下のお子様と親 

◆内 容 ・絵本の読み聞かせ 

     ・工作をしよう  

     ・手あそび 

     ・自由に絵本を読もう 

◆問合先 大内地域交流センター ℡  083-927-0473 

 6月28日に大内小学校2年生が「大内の町

探検」で、大内地域交流センターを訪問し

てくれました。熱心にメモを取りながら、

話を聞いてくれました。楽しかったね‼ 

（２部） 

優 勝：問田      

準優勝：下矢田 

2部優勝の問田自治会の皆さん 


