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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１８年８月合併号 

人口 ２３,３４７ 人 男性 １１,２１４ 人

世帯 ９,９４２ 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 

 毎年、ご好評いただいております「大内の四季ふるさとカレンダー」を、今年も作成いたします。  

 大内地区のとっておきの風景や行事を広く紹介し、「自慢できるふるさと大内」を撮影した写真を募集

します。 

 ◆応募規定 平成29年、30年に撮影されたもの。 

 ◆応募方法 2Ｌの大きさの写真を所定の応募用紙に貼付し、撮影場所、撮影時期（○○年○○月）、  

       写真の解説・感想をご記入のうえ、ご提出ください。 

       応募用紙は大内まちづくり協議会事務局か同ＷＥＢページで入手できます。  

 ◆締 切 り 9月28日（金） 

 ◆応 募 先 大内まちづくり協議会事務局（大内地域交流センター内）℡ 050-1265-7063 

 ※その他詳細は、大内まちづくり協議会事務局にお問い合わせいただくか、同ＷＥＢページ  

 （http: / /www.ohuchi -machizukur i . com/）をご覧ください。 

 大内まちづくり協議会では、地域内の自然資源の有効活用と地域住民の交流を図ることを目的とし

て、里山や河川を活用したふれあいの場の整備やイベントを実施する団体（グループ）に対して助成  

をしています。 

 大内の自然の中で、仲間が集まる憩いの場を作ったり、遊んだりしてみませんか。  

 まずは大内まちづくり協議会事務局へお気軽にご相談ください。 

 なお、事業の主な要件は以下のとおりです。 

 ◆補助対象    5名以上で構成する団体（グループ） 

 ◆対象事業  里山・河川の整備やふれあいイベントの実施等 

 ◆補助金額  上限 10万円（事業経費に対し 10割） 

 ◆募集期限    8月31日（金）まで 

 ◆問 合 先   大内まちづくり協議会事務局 

         （大内地域交流センター内）  ℡ 050-1265-7063 
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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    9月6日（木） 10:00～12:00 

            9月7日（金） 10:00～12:00 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 和室 

◆対 象 平成30年1月1日から平成30年3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） 

受講生募集 

表計算だけではない、機能や特性を学んでみませんか！ 

画像の挿入、文章の入力、案内文の作成も出来ますよ、エクセルの新しい世界を見てみましょう！！ 

◆日 時：9月12日（水）・19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 1階 研修室 

◆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 ☎083-927-0473 

最も得意な表の作成 

画像の挿入と加工 文字・数字の入力 

 ◆日 時 平成30年9月12日（水） 10:30～ 

 ◆場 所 大内地域交流センター 大集会場 

 ◆講 師 大和 義昌 先生 

 ◆参加費 500円（当日徴収） 

 ◆定 員 15組（先着順） ※託児有 

 ◆申込先 大内地域交流センター（℡083-927-0473） 

      ※締切 8月31日 

 ◆主 催 子育てサロン大きくなぁれ 

親子で一緒に楽しむ陶芸体験です。 

形に残る思い出を作りましょう。 
 大内・小鯖協育ネット協議会では、昨年度決定したマ

スコットキャラクターの名前を募集しています。ふるっ

て応募くださいますようお願いいたします。 

◆応募資格 大内・小鯖地域の幼保小中の通園（学） 

      者、大内・小鯖地域在住の方 

◆応募方法 幼保小中の通園（学）者は各園（校）へ  

      地域の方は地域交流センターまたは大内  

      中学校（Fax、郵送可）へ募集用紙を提出。 

◆問合先 大内中学校 〒753-0211 大内長野555 

 ℡083-927-3697、Fax083-927-0277 ※締切9月18日 
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 7月21日（土）、大内地域交流センターにおいて、毎年恒例

の子どもカレー作り講座が開催されました。 

 小学1～6年生の男女31名が4班に分かれて、大内産のお米と

野菜を使って、カレー作りに挑戦しました。 

 各班で、先生の指導のもと、野菜を切ったり、サラダを

もったりして、みんな真剣にカレー作りに挑戦しました。各

班ごとに味の違うカレーができて、食べ比べをする子もいまし

た。みんな大満足でした。 

 本講座の開催にあたり、野菜やお米をご提供いただいた地域

の皆さま、講師役を務めていただいた地域の皆さま、本当にあ

りがとうございました。 

 去る6月22日（金）、平成30年度大内地区人

権学習推進協議会の総会を開催しました。 

 平成29年度の事業報告及び決算、平成30年

度の事業計画及び予算について幹事、委員の

皆様からそれぞれご承認をいただきました。 

 今年度も「大内地区じんけん学習まちづく

り大会」を右記により開催します。是非この

機会に「人権」について考えてみませんか。

多くの方のご参加をお待ちしています。詳細

につきましては、時期が近づきましたら改め

てお知らせします。 

 ※問合先 大内地域交流センター（℡083-927-0473） 

第25回大内地区じんけん学習まちづくり大会 

◆日 時 11月11日（日）13:00～15:30（予定） 

◆場 所 大内南小学校 

◆講 師 NPOみらいプラネット 有富 健 氏 

◆演 題 「笑顔あふれる共生社会の実現に向けて」 

 長年、奇病としてさげすまれてきた人生。闘病の歴史は

人並みの人権獲得との闘いでもあった。忍耐と気迫を武器

として立ち上がったそんな体験をお話しします。 

  7月22日（日）、小鯖地域と合同で昆虫採集

教室を開催しました。  

 親子34人が、田中邦明先生（元大内南小学

校長）の指導のもと、国立山口徳地青少年自

然の家の周辺を、約3時間、クワガタを求め

て散策しました。 

 たいへん暑い中、子どもたちは、みんな、

クワガタを捕まえることができました。普段

なかなか感じることができない、自然の雄大

さ、命の尊さを学ぶこともできました。 

 この夏の楽しい思い出のひとつになったの

ではないでしょうか。 

 ご参加いただきありがとうございました。 
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大内地域交流センター（10 :00～ 10 :40） 

    8・22日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

 1日 水 民児協定例会 9:30～  18日 土 子どもいご講座 13:00～  

 4日 土 子どもいご講座 13:00～  19日 日 子ども生け花教室 13:00～  

 6日 月 絵本のおはなし会 10:30～  20日 月 
地区スローピッチ抽選会 

 兼第3回体協委員会 
19:00～  

 7日 火 育児学級 10:00～  22日 水 子ども手芸教室 15:30～  

10日 金 福祉員定例会 13:00～  25日 土 
大内子ども会 

 夏のフェスティバル 
11:00～  

16日 木 第2回体協役員会 19:00～  26日 日 
地区スローピッチ 

 ソフトボール大会 
 8:30～  

バムとケロのもりのこや 島田 ゆか 

読書という荒野 見城 徹 

おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ シンスケ 

へんしんたんてい あきやま ただし 

はたらくくるまのずかん 五十嵐 美和子 

ねるじかん 鈴木 のりたけ 

ノラネコぐんだんと 

      海の果ての怪物 
工藤 ノリコ 

グレートネイチャー  

  生きものの不思議大図鑑 
スミソニアン協会 

・ 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。 

 7月14日（土）に山口市民会館で行われた「小さな親切」運動山口県本部推進大会において、大内っ子まもり隊

の朝の立哨グループ7名（代表 清水春治氏）が表彰されました。 

 平成18年4月から、毎日、大内中学校前の横断歩道にて、朝7時から8時20分までの間、大内中学校の自転車や徒

歩で通学する生徒へ声かけし、無事故を祈りながら安全確認を続けて生徒を導いていることが「小さな親切」とし

て認められました。 


