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 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

お祓いフィトセラピー 江原 啓之／池田 明子 

豆しばこつぶ はじめまして キリ 

酒好き医師が教える 

      最高の飲み方 
葉石 かおり 

またまた ねえ、どれがいい？ ジョン・バーニンガム 

やまのかいしゃ 

もしときサバイバル術Ｊｒ. 

マンガではじめる! 子ども将棋 羽生 善治 

ふしぎの図鑑  

(小学館の子ども図鑑プレNEO) 
白數 哲久 

・ 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。 

 大内地区人権学習推進協議会では、

「人として共に生きる大内のまちづく

り～豊かなじんけんの心をひろげよう

～」をテーマとしてじんけん学習まち

づくり大会を毎年開催しています。 

 今年の講演では、『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』をお話しくださいます。多数の皆さ

まのご来場をお待ちしております。大

会日程は右のとおりです。 

１３：００ 開  会  

      意見発表 大内小、大内南小、大内中、 

           山口中央高等学校の児童・生徒 

１４：００ 講  話 

     『笑顔あふれる共生社会の実現に向けて』 

      講師 有富 健 氏（NPOみらいプラネット） 

      合  唱  大内中学校合唱部 

１５：３０ 閉  会 

※必ず上履き(体育館シューズ等)又はスリッパを   

 お持ちください。 

 会場の駐車スペースが限られております。農業試験場の駐車場をお借りしておりますので、

ご活用ください。（会場は大内南小学校です。お間違えのないようお願いいたします。） 

 例年、開催されます花いっぱい花壇コンクールで

大内地区から下記のとおり受賞されました。 

 おめでとうございます！ 

【優良賞】殿河内子ども会・大内光輪保育園 

【奨励賞】問田子ども会・茅野神田子ども会 
殿河内子ども会 

地
区
旗 
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 食塩の過剰な摂取は、高血圧の原因といわれています。 

 減塩でも美味しい料理を作ってみられませんか。 

◆日 時 10月23日 (火 ) 9:30～ 12 :30  

◆場 所 大内地域交流センター 

◆定 員 20名 (先着順 ) ※託児あり（要申込）  

◆参加費 200円 

◆持ち物 エプロン、三角巾、タオル 

◆申 込 大内地域交流センター ℡083-927-0473 

     （締切 10月 19日（金）） 

※今回は、山口市保健センターの中村栄養士から「食育」についてご講話いただきます。  

★ ＭＥＮＵ ★ 

・豚肉と小松菜のまぜご飯 

・焼きチーズ春巻 

・れんこんとひじきのカレーきんぴら 

・にんじんとりんごのサラダ 

◆日 時：1 1月14日（水）・21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 

 

受講生募集 

～年賀状を作ろう～ 
 今回はワードの図形を使って下図のいのししを描こうと思います。ご自分で描いたイラストでオリジナル年賀状

を作ってみませんか♪♪賀詞や年賀状イラストも準備していますよ！！ 

このいのししを描きます 
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◆日 時 平成３０年1１月３日（土） 9：00～1２:00（少雨決行） 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆内 容 ①イモ掘り競争 

      サツマイモを掘ってイモの大きさや重さを競います。賞品もあるよ！ 

      サツマイモのお土産もあるよ。 

     ②イモ料理 

      イモ掘りの後は、サツマイモを使った料理をみんなで食べましょう。 

◆定 員 １００名程度 

◆対 象 小学生1年生～6年生 

◆参加費 ２００円（付き添いの保護者も料理代としてかかります） 

◆持参物 動きやすい服装、タオル、長靴、イモを掘る道具、 

     収穫した芋の持ち帰り用の袋 

◆申込み 大内地域交流センター ℡083- 927-0473 

※受付期間：１０月１６日（火）～１０月２６日（金）〆切 

 大内子どもゆめクラブでは、秋の収穫祭を下記のとおり開催します。 

 交流センターに集まってみんなで実りの秋を楽しみましょう！ 

＜保護者のみなさまへ＞ 

 本事業は、小学校が早く終わる水曜日と学校が休みである土曜日に、子どもたちが

安心して活動できる場所を作るために実施する「子どもの居場所づくり推進事業」の

一環として開催するものです。 

 子ども達が地域の人々と触れ合い、様々な体験をすることや、通学校区を越えた

「友達作り」も目的に含まれています。 

 積極的なご参加をお待ちいたしております。 
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 廃棄物の焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、いくつかの例外を除き禁止されていま

す。廃棄物の焼却は、煙や悪臭などにより近所へ迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質

の発生原因にもなります。家庭からの廃棄物の場合は、市の可燃物収集を利用するか、市の取扱施設へ直接

持ち込んでください。その他事業所からの廃棄物の場合は、許可を持つ業者に委託するなど適正に処理して

ください。 

〈例外となる焼却〉 

・周辺地域に影響が出ない程度のたき火 

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 

・どんど焼き等の地域の行事でしめ縄等を焼却する場合 

・災害の予防や応急対策のための焼却 

・他の法令に基づく焼却 

※例外で焼却を行う場合でも、近隣に迷惑をかけないよう、ご配慮をお願いします。 

・風向きや時間帯を選んで行う。 ・よく乾燥させ、小分けにして行う。 ・周辺住宅に声をかける。 

バレーボール体験会のお知らせ 

 近年、相続について関心が高まって

います。人間である限り避けて通れな

い「相続」の問題に、税を扱う税理士

の立場からスポットを当てていただ

き、皆さんのまわりで近い将来発生す

るであろう相続問題への心構えについ

て、お話いただきます。 

 講演終了後、個別相談の時間を設け

ています。ぜひ、この機会に相続につ

いて学んでみられませんか。 

◆日 時 11月18日（日）13:30～15:00 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆講 師 税理士 岡本 栄 氏（大内小野在住）  

◆対 象 相続について関心のある方 

◆参加費 不要 

◆申込先 大内地域交流センター ℡083-927-0473 

（大内地域交流センター主催講座） 

 皆さん、こんにちは！ PIECE☆ JVC（ピース）です。 

 世界バレーはどうでしたか？テレビを観てバレーに興味をもった‼やってみたい‼と

思った子、一緒にバレーを体験してみませんか？ 

※PIECE☆ JVC（ピース）は、山口市内の

小学生が集まってチームを結成しているス

ポーツ少年団です。5年生が4人、4年生が 1

人、3年生が 1人、 1年生が2人で大内、平

川、小郡、小郡南から集まって活動してい

ます（男子2人）。少人数ですが、頑張って

練習しています。 

※開催日時のご都合が悪い方は、お問い合

わせ下さい。当日、参加いただいたお子様

にはお菓子を用意しております。是非、多

数のご参加をお待ちしております。 

◆日時・場所 1 1月 4日（日）湯田小学校 

       1 1月 10日（土）湯田小学校 

       1 1月 17日（土）小郡体育館 

※時間はいずれも 

 午前の部 10 :00～ 12 :00 午後の部 13:00～ 15:00 
◆対 象 年長～小学生（男女問わず）  

◆参加費 不要 

◆持参物 上靴・水筒・タオル 

     （運動のできる服装でお越しください。） 

◆申込・問合先 090-7542-691 1（原田） 

 


