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２０１８年１１月１５日号 

 11月12日（月）～16日（金）に大内・小鯖地域の幼・保・小・中

学校が合同であいさつ運動を行います。 

 地域をあげてあいさつ運動を行いますので、ご協力をお願いしま

す。 (大内・小鯖協育ネット） 

人口 ２３,３７４ 人 男性 １１,２３１ 人

世帯 ９,９８２ 世帯 女性 １２,１４３ 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 

 

 近年、全国各地で地震や豪雨等の大きな災害が起こっており、平成 21年の大雨で

は、大内地域でも、多くの方が被災されております。 

 そこで、大内まちづくり協議会では、地域防災についての講演会とパネルディス

カッションを計画しました。 

 この機会に防災に関する知識と意識を高めていただこうと考えております。お誘

いあわせのうえ、ぜひご参加ください。※事前申し込み不要です。 

  

 ◆日 時  平成30年 1 1月23日（金・祝） 14：00～ 16：30 

 ◆会 場  山口市立大内中学校 体育館 

      ※ビニール袋（下足入れ）、スリッパをご用意ください。 

      ※駐車場は、大内中学校グラウンドをご利用ください。 

 ◆日 程 14：00～ 14： 10 開会行事 

      14： 10  ～ 15： 10 講演 

        演 題 「近年の気象災害の現状と今後の課題」 

        講 師  山口大学大学院創成科学研究科  

                   教授 山本 晴彦 先生 

      15： 10 ～ 15：20 休憩 

      15：20～ 16：20 パネルディスカッション 

                 「平成21年7月の豪雨災害から今後の防災について考える」 

        コーディネーター ・山本 晴彦 教授 

        パネリスト    ・清水 春治 （大内まちづくり協議会会長） 

                 ・古屋 研二 （山口市消防団東部方面隊隊長） 

                 ・中野 憲和 （元茅野神田自治会長） 

      16：20～ 16：30 閉会行事 

 ◆主 催 大内まちづくり協議会 ℡050-1265-7063 
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 1 1月3日（土）、さわやかな秋晴れのもと、元気いっぱ 

いの大内っ子とその保護者、総勢42名が参加して、大内 

子ども夢クラブ主催、秋の収穫祭が開催されました。  

 6月7日に大内南小学校2年生が植えたサツマイモが、

ひと夏を越し、収穫の時を迎えました。 

 今年の夏は、厳しい暑さが続き、イモの出来も心配さ

れましたが、みんな、たくさんのイモを持って帰ること

が出来ました。 

 掘ったイモの長さや重さを競う、イモ掘り競争も行わ

れ、子どもたちは、イモに傷がつかないよう、途中で折

れたりしないように、丁寧に根気強くイモを掘っていま

した。長さの部で第 1位になったイモの長さ（根の先まで

含む）は76.3㎝、重さの部で第 1位になったイモの重さは

447gでした。 

 イモを掘ったあとは、大内子ど

も夢クラブ、大内地区青少年健全

育成協議会、大内地区子ども会育

成連絡協議会の皆さんに作ってい

ただいた、大内産の野菜や米をた

くさん使った豚汁とおむすびを皆

でおいしくいただきました。ご協

力いただきました地域の皆さん、

大内中学校ボランティアの皆さん

ありがとうございました。 



２０１８年１１月１５日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 絵本の読み聞かせは、親子の絆を深め

ると同時に、想像力・言語力を育むな

ど、子どもの成長に大きく貢献するもの

と言われています。 

 おはなし会では、講師から読み聞かせ

のコツも教わること

ができます！ 

 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。 

◆日 時 12月26日（水） 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 ・絵本のおはなし会 

     ・工作をしよう ・手あそび 

     ・自由に絵本を読もう 

◆申込み 不要 

◆問合せ 大内地域交流センター 

     ℡  083-927-0473 

★ ＭＥＮＵ ★ 

  ・肉巻き豆腐のスタミナソテー 

  ・じゃがピーマヨきんぴら 

  ・レタスとのりのサラダ 

  ・果物 

  ・もち麦ごはん 

◆日 時 1 1 /27(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 1 1月22日（木） 

※今回は、「健康寿命を延ばす食事のポイント」に  

ついてのお話があります。 

◆コース 

ちびっこ広場 → 馬頭観音堂 → 仁平寺 

→ 石風呂 → 菅内窯 → 前仁平時跡 → 

旧仁平寺跡 → 日吉神社 → クスノキ様 

→ ちびっこ広場帰着 

★距 離 約4㎞  

★時 間 約2時間30分 

◆案 内 大内史談会 

 今回は菅内清瀧の馬頭観音堂から、現仁平寺から旧

仁平寺と菅内を巡ります。特に馬頭観音堂からの眺望

は必見です。清瀧観音堂へは山道を歩きますので準備

をお願いします。 

◆日  時 12月9日（日）9:00～（ 1 1 : 30終了予定） 

◆集  合 菅内公民館そば ちびっこ広場 

（駐車場は限りがありますので、できるだけ乗り合わ

せ等でお越しください。） 

◆定  員 30名（参加費無料） 

◆参加資格 中学生以上、小学生は保護者同伴で可 

◆主  催 大内まちづくり協議会文化教養部会 

◆申 込 先 大内まちづくり協議会 

      ℡050-1265-7063（ 12月6日（木）〆切） 
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思い出が消えないうちに 川口 俊和 

沈黙のパレード 東野 圭吾 

お互い４０代婚 たかぎ なおこ 

おしゃカワ！ビューティー大じてん オトメのミリョク研究会 

ＡＩのサバイバル 生き残り作戦 ゴムドリ 

どんぐりむらのいちねんかん なかや みわ 

どうぶつあかちゃんかくれんぼ すまいるママ 

父からの手紙 小杉 健治 

・ 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。 

◆日 時 平成30年12月15日(土) 10:30～12:00 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 講堂（託児あり） 

※入級申込関係書類は、当日配布しますが、次の場所にも用意します。 

 ・大内地域交流センター 

 ・各学級 

 ・大内地区社会福祉協議会 

◆連絡先 大内地区社会福祉協議会（大内の館） 山口市大内矢田北五丁目8番28号  ℡083-927-7712 

 保護者の就労などにより、放課後、留守家庭児童となる大内地区の小学生を対象に、適切な遊びと生活の

場となる大内地区「放課後児童クラブ」の、平成31年度入級説明会を開催します。 

 金成山を愛する会では、下記日時に金成山の伸びた

雑木の下刈りなどの整備作業を行います。 

 一緒に金成山を整備していただける方のご参加をお

待ちしています。 

 ◆日  時 11月24日（土） 9:00～11:00 

 ◆集合場所 育成学校駐車場付近（金成山登山口） 

 ◆作業内容 伸びた雑木の下刈、登山道の整備、 

       その他の作業 

 ※鎌・ノコ等作業に必要な道具をご持参ください。 

  飲物（お茶）を用意いたします。 

大内小学校区  うえき学級・うえき第2学級・うえき第3学級 

大内南小学校区 みなみ学級・みなみ第2学級・みなみ第3学級 

 大内吹奏楽団あ～べんとによる、クリスマスコン

サートが開催されます。「西郷どんメインテーマ」・

「ちびまる子ちゃんメドレー」・「ディズニーランド・

セレブレーション」など、ひと足早いクリスマスプレ

ゼントです。ぜひ、ご来場ください。 

◆日 時 12月9日（日） 13:30開演（13:00開場） 

◆会 場 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆主 催 大内吹奏楽団あ～べんと 

     代表 東川 ℡090-7124-3275 

※入場無料です 


