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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１８年９月１５日号 

人口 ２３,３８９ 人 男性 １１,２３８

世帯 ９,９６７ 世帯 女性 １２,１５１

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 

 恒例の「大内っ子まもる日」を以下のとおり開催します。

子ども達と一緒に下校し、登下校の安全への意識を高めま

しょう。 

 ●大内小学校  9/26（水） 14:50～ 15: 10 

 ●大内南小学校 10/ 10（水） 14:50～ 15: 10  

場 所  各運動場（雨天の場合は体育館） 

内 容 ・「大内っ子まもり隊」の紹介・あいさつ 

    ・児童の言葉 

問合先 「大内っ子まもり隊の会」事務局 ℡ 050-1265-7063 

    （大内地域交流センター内） 

～エクセルで遊んでみよう！～ 
表を作りいろいろ細工の方法を学びながら遊びましょう！ 

 ★日 時：10月13日（土）・20日（土） 

     両日とも 10：00～12：00 

 （※土曜日の開催です、お間違えの無いようお願いします。）    

 ★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） 

      ※初回受講時にご持参ください。 

 ★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 
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★ソフトボール 

 １回戦 大内  5‐1 宮野 

 準決勝 大内  2‐5 吉敷 

★グラウンド・ゴルフ 

 優 勝 佐山 363打 

 準優勝 秋穂 364打 

 ３ 位 平川 364打 

 ４ 位 大内 365打 

 9月2日（日）、山口市民体育大会が維新百年記念公園・や

まぐちリフレッシュパークで開催され、大内地域は、全種目

に出場しました。 

 陸上・レクスポ競技では、全ての種目で好成績を収め、総

合1位となり、昨年度の雪辱を果たせました。なかでも、二人

三脚リレーでは、大会記録を5秒も縮める大会新記録となり

ました。グラウンド・ゴルフは優勝チームと2打差で4位とな

り、女子バレー、ソフトボールは準決勝敗退。卓球は予選敗

退となりました。参加いただいた選手・スタッフの皆さん、

大変お疲れ様でした。 

Ａブロック総合優勝 大内 準優勝 吉敷 ３位 白石 

迷走リレー（３位）  

Ａブロック優勝  吉敷 

        準優勝  大歳 

ロープジャンピング１０ ３８回（２位）  

百足（男子）（４位） 

百足（女子）（２位）  

玉入れ（３位）  

地域対抗リレー（２位）  

Aブロック予選敗退 

優 勝  佐山 

準優勝  秋穂 

３ 位  平川 

グラウンド・ゴルフ ４位 

★陸上・レクスポ 

 優 勝 大内 51点 

 準優勝 吉敷 46点 

 ３ 位 白石 34点 

Aブロック優勝 白石  

       準優勝 嘉川  

         ３位 吉敷 

Ａブロック準決勝敗退 

Ａブロック優勝  宮野 

        準優勝  湯田 

★バレーボール 

 １回戦 大内 2‐0 大歳 

 準決勝 大内 1‐2 湯田 

★卓球 予選リーグ  大内 1‐4 白石 ／ 大内 1‐4 吉敷 

二人三脚リレー （１位） 

Ａブロック準決勝敗退 
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 今年もミニうんどうかいを行います。お友達といっしょに楽しい時間を

過ごしませんか。 

 ◆日 時  10月10日（水）10:30～（10:15までに集合） 

 ◆場 所  大内地域交流センター 大集会場 

 ◆対 象  未就園児とその家族（先着30組） 

 ◆持参物  タオル、飲み物、室内シューズ（大人） 

       ※当日は、動きやすい服装でお越しください。 

 ◆申込先  大内地域交流センター ℡ 927-0473 

       9月18日（火）8：30受付開始（9月28日（金）締切） 

 ◆主 催  子育てサロン大きくなぁれ 

 

 好天の下、やまぐちリフレッシュパーク

において、地区スローピッチソフトボール

大会が開催され、12チームがトーナメント

方式で、優勝を争いました。決勝戦では、

高芝町内会が昨年度優勝の茅野神田自治会

に9対8のサヨナラ勝ちで、見事優勝されま

した。参加された選手の皆さん、お世

話いただいた役員の皆さん、たいへん

お疲れさまでした。  

優 勝：高芝 

準優勝：茅野神田 

３ 位：長野・殿河内 

  

優勝した高芝町内会 

 2月、3月に開催した将棋教室をまた開催します。

多数のみなさんのご参加をお待ちしております。 

 山口大学将棋部の学生が指導します。 

第3回将棋教室 

☗日 時 9月30日（日）13：00～17：00 
☖場 所 大内地域交流センター 1階 研修室 

☗対 象 将棋を始めてみたい方、将棋の対戦 

     相手を探している方、将棋に興味の 

     ある方 

☖申込み 不要（途中出入り自由） 

☗問合せ 大内地域交流センター ℡  927-0473  

 近年、犬などのペットの飼い方やマナーについて

多くの苦情や相談が寄せられています。犬のフンが

道路や敷地内に放置されたり、脱走やリードなしで

の散歩で困っている方もいらっしゃいます。きれい

で安心安全な地域環境を維持するために、ペットの

飼い方について、モラルある行動をお願いします。

〇犬について 

・放し飼いは絶対にやめましょう 

・フンは必ず持ち帰り、適切に処 

理しましょう 

〇猫について 

・屋内飼養に努めましょう 

・無責任なエサやりはやめましょう 
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ののはな通信 三浦 しをん 

婚活食堂 山口 恵以子 

子どもの心の育てかた 佐々木 正美 

瀧羽 麻子 

病気の原因は汚血にある 蔡 篤俊 

とっとっとピイちゃん きむら ゆういち 

もいもい 市原 淳 

うんこ図鑑 

・ 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。 

 地域の方をはじめ、日頃お世話になっている全ての方へ、感謝の気持ちを込めて

演奏します。クラシックからJ-POPまで、様々なジャンルの曲を用意しております。 

 どうぞ足をお運びいただき、お楽しみください。 

＜曲目＞ 

大いなる約束の大地～チンギス・ハーン 

Paradise Has No Border 

ミッション・インポッシブル 

残酷な天使のテーゼ  ほか 

☆日 時 平成30年9月23日（日） 13：00開場 13：30開演 

☆会 場 山口市民会館 大ホール 

☆入場料 無料（全席自由） 

☆主 催 山口市立大内中学校吹奏楽部 

     山口市立大内中学校吹奏楽部保護者会 

☆後 援 山口市教育委員会 大内中学校PTA 大内中学校同窓会 

☆問合先 大内中学校 927-0024  

 放送大学は、インターネットやテレビ、ラジオで学ぶことができる通信制大学です。 

 山口市近郊では200名を超える方々が学んでおられます。入学時期は4月と10月です。多彩な

放送授業300科目があり、お好きな科目を1科目から選択できます。この機会に生涯学習やキャ

リアアップ、資格取得を目指してみませんか。また、学生同士の交流の場としても最適です。 

 ■入学相談は、随時受け付けています。（月曜日、祝日を除く毎日 10時～17時） 

 まずは、電話で「放送大学山口学習センター」（℡ 083-928-2501）までお問い合わせください。 


