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 10月21日（日）大内小学校で第65回大内地区健

康体育祭が開催されました。 

 本大会は、昨年、台風の影響により中止となっ

たため、2年ぶりの開催となりました。 

 地区ごとに代表選手が競技に出場し、地区対抗

で得点を競い合いました。応援席からは選手たち

のがんばる姿に大きな拍手と声援が飛び交い、

「スポーツに親しみ友情の輪を広げよう」の大会

スローガンにふさわしい、地域の親睦の場となり

ました。結果は氷上自治会が、茅野神田自治会に

1点差の大接戦の末、優勝しました。選手・役員

の皆さんたいへんお疲れ様でした。 

今年の選手宣誓は問田自治会 

☆第６５回健康体育祭結果 

 ＜総合の部＞ 

  優 勝  氷上自治会 

  準優勝  茅野神田自治会 

  第３位  下千坊町内会     

 ＜男子の部＞ 

  優 勝  茅野神田自治会 

 ＜女子の部＞ 

  優 勝  茅野神田自治会 
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グッドマーチ賞の小京都自治会 
総合優勝の氷上自治会 

 今大会は、第65回の

記念大会として開催さ

れ、初めて男女別競技

の合計得点での表彰が

行われました。 

 また、優勝旗も新調

されました。真新しい

優勝旗につけられたペ

ナントの一枚一枚が大

内地区健康体育祭の歴

史であり、誇りです。 

 この優勝旗がバトン

となって、新しい時代

へと引き継がれていき

ます。 

☆子ども会リレー 

＜男 子＞ 

 優 勝 氷上自治会 

 準優勝 高芝町内会 

 第３位 菅内町内会     

＜女 子＞ 

 優 勝 氷上自治会 

 準優勝 御堀町内会 

 第３位 茅野神田自治会 

☆団結力コンテスト 

グッドマーチ賞 小京都自治会     

 第 ２ 位  殿河内自治会 

 第 ３ 位  問 田自治会 



２０１８年１１月１日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 今年も大内小フェスタが

開催されます！ 

 今年から時間が変わり、

授業参観後の開催となりま

す。 

◆日 時 1 1月 17日（土） 1 1 : 45～ 15 :00（授業参観後）  

◆場 所 大内小学校 

◆駐車場 大内小グラウンド・農林総合技術センター 

    グラウンド 

◆内 容 飲食 うどん、フランクフルト、おむすび、パン 

        ジュース、わたがし、きなこ揚げパン他 

   合唱団コンサート、おはなし会、遊休品バザー、もちまき他 

※今年は体育館工事のため、体育館内のゲームはありません。 

◆問合先 大内小学校ＰＴＡ（大内小学校内） ℡083-927-0011 

◆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 

 毎年大人気の「みなみっ子フェスタ」今年も食べものコーナーやあそびのコーナーがもりだくさん！  

みなさん、おそろいで、ぜひ遊びに来てください！！ 

◆日 時 1 1月 17日 (土 ) 10 :00～ 13 :30  

◆場 所 大内南小学校（駐車場はありません） 

◆内 容 飲食（やきとり、やきそば、わたがし、フランクフルト、あげたこ、ポテト、  

       きなこあげパン、飲み物、からあげ棒、おにぎり、シュークリーム） 

     遊休品バザー、おかしつり、ペットボトルボーリング、ストラックアウトなど  

◆問合先 大内南小学校PTA（大内南小学校内） ℡083-927-7373 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

14・28日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

 3日  土  
子ども夢クラブ秋の収穫祭  9:00～   日 女子後期バレーボール大会 9:00～ 大内南小学校 

子どもいご講座 13:00～  
 

パソコン講座 10:00～  
水  

 7日 水  民児協定例会  9:30～  
ソフトバレーボール 

     練習兼講習会 
19:30～ 大内中学校 

日 日 
大内地区じんけん学習 

     まちづくり大会 
13:00～ 大内南小学校  土 子ども生花教室 13:00～  

 月 
女子後期バレーボール大会 

抽選会 
19:00～   日 

地区後期 

   ソフトバレーボール大会 
 9:30～  

 水 パソコン講座 10:00～   火 食推さんの料理教室  9:30～  

 土 子どもいご講座 13:00～   水 子ども手芸教室 15:30～  

下町ロケット ゴースト 池井戸 潤 

わけあって絶滅しました。 丸山 貴史 

おしりたんてい  

  みはらしそうのかいじけん 
トロル 

ねずみくんのうんどうかい なかえ よしを 

おいもころころ いもと ようこ 

俺 つしま おぷうのきょうだい 

これでよゆうの晩ごはん ワタナベ マキ他 

ゼロトレ 石村 友見 

・ 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。 

 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） 


