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 大内地域交流センターの年末年始の

休館日等は右のとおりとなります。 

 また、大内小・大内南小・大内中の

運動場及び体育館も、右の期間は使用

停止となります。（大内小体育館は工

事のため2月末まで使用できません） 

※定期使用団体の利用もできません。 

 ご迷惑をお掛けしますがよろしくお

願いします。 

◎大内地域交流センター 

 ◆年末大掃除 12月25日(火)9:00～11:00 

 ◆年 末   12月28日(金)17:15まで 

 ◆年 始   平成31年1月4日(金)8:30～ 

 ◆センター（貸館）の使用停止期間 

 ・12月25日（火） 終日 

 ・12月28日（金）17:00～平成30年1月3日（木） 

◎大内小、大内南小、大内中体育施設 

 ◆使用停止期間 12月28日（金）17:00～1月3日（木） 

 ※2月分の使用予約受付は1月4日（金）からです。 

☆主催 大内地区子ども会育成連絡協議会 

 ◆日 時  12月23日(日･祝)13時～ 

 ◆場 所  大内地域交流センター 大集会場 

 ◆対 象  地区在住者で、みんなと楽しく作れる人 

     ※ただし、小学校3年生以下は保護者同伴 

 ◆定 員  100人程度 

 ◆参加費  100円(輪飾り、門松とぜんざいの材料費) 

     ※ただし、中学生以下は無料 

 ◆持参物  ぜんざい用の「はし」と「おわん」 

 ◆その他  ①寒くないようにして来てください 

  ②動きやすい服装で来てください 

 ◆申 込  大内地域交流センター ℡083-927-0473 

           12月10日（月）締切 

※本事業は、地区の三世代交流のために行うものです。 

 みんなで楽しく交流しましょう！！ 

 日本に昔から伝わる文化を学びながら、たくさん

の人と仲良くふれあうための場です。 

 お一人でも、ご家族でも、グループでも構いませ

ん、どうぞお気軽にご参加ください。 

 ぜんざいも準備されるので、世代を越えた、楽し

い時間を過ごしましょう！ 
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 成人式で撮影する、大内地区新成人の記念写真は有料(写真代 1,500円)で申込みが必要です。 

 ご希望の方は、１月１５日（火）～１月２８日（月）（8：30～17： 15土日除く）の間に代金とと

もに大内地域交流センターにお申込みください。 

 写真は2月中旬以降に大内地域交流センターでお渡しします。（「おおうちだより」でお知らせします。）  

 申込みされないと、写真をお渡しすることができませんのでご注意ください。 

   ◆申込み・問合先 大内地域交流センター (℡083-927-0473) 

◆日 時 平成31年 1月 13日（日） 13:40～  

◆場 所 山口市民会館 

◆対 象 平成 10年4月2日～平成 11年4月 1日 

     の間に生まれた方 

★大内地区の新成人の写真撮影を、式典後の 

15:35から市民会館展示ホールで行いますので、

遅れないように集まってください。 

★当日は会場が冷え込むことが予想されますの

で、防寒具の準備をお願いします。 

◆問合先 山口市社会教育課 (934-2865) 

 山口市では成人式を右記のとおり開催します。 

 当日は会場まで往復バス（ 12 :50 大内地域交流

センター発 復路 16：05市民会館発）が出ます

ので、利用を希望される方は、 12月13日(木)まで

に 

 山口市社会教育課(083-934-2865)まで申

込みをしてください。 

 案内状が届かない場合や山口市以外に住所が

あって山口市の成人式に参加したい場合には、山

口市社会教育課までご連絡ください。 

★日 時：1月9日（水）・16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 

★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（貸出可） 

★申 込：大内地域交流センター 

    ℡083-927-0473 

～インターネットの楽しみ方いろいろ＆ 

パソコンが遅い重い、解決のお手伝いをします～ 
☆動画・ニュース・買い物・オークション等々 

インターネットの楽しさと、安全で賢い使い方

を覚えましょう！ 

☆パソコンの困りごと解決できるかも？ 

Windowsの隠れた機能を使い、パソコンを快適

に使う方法を解説します。 

受講生募集 

受講の様子 



 11月18日（日）、大内南小体育館にて大内地区女子後期バ

レーボール大会が開催されました。2町内の対戦で、セット

カウント2-0で、小京都が優勝しました。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お疲れ様でした。 

２０１８年１２月１日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 11月11日（日）に第25回大内地区じんけん学習まちづくり大会が大内南小学校体育館で開催され、250人あまりの

ご参加をいただきました。大会は「大内吹奏楽団あ～べんと」の演奏で開会し、児童・生徒の意見発表、NPOみらい

プラネット理事長 有富 健 氏の講話と続き、大内中学校合唱部の合唱があり、最後は会場全員で「ふるさと」を

合唱し、盛会のうちに終わりました。多くの方々のご支援とご協力により、大変有意義な大会となりました。 

                                       大内地区人権学習推進協議会 

☆地域の子どもたちの意見発表 
 小・中・高校生のまっすぐな意見に会場の大人も大きな感銘

を受けました。  

 ◇「ぼくの考える人権」 

    大内小学校６年生    政岡 優希 さん 

 ◇「障がい者と人権」 

    大内南小学校６年生   惠美須屋 伶茄 さん 

 ◇「個性を認め合える社会をめざして～私が今、思うこと」 

    大内中学校２年生    佐藤 綾音 さん 

 ◇「命を大切に」 

    山口中央高等学校１年生 木本 夢心 さん 

☆講話の概要 
  演題「笑顔あふれる共生社会の実現に向けて」 講師 NPOみらいプラネット 理事長 有富 健 氏 

 講師の有富さんは、長年、原因不明の体調不良に苦しまれ、学校・職場でたい

へん窮屈な思いをされてきました。その中で、周りで支えてくれる仲間に勇気づ

けられ、今日では、ご自身の病気と闘いながら、難病患者の支援活動に携われて

います。講話では、そのような体験に基づいて、お話をされました。 

 来場者からは、「恵まれている人は思い上がり、優しさを忘れる事があると思

います。体験する事はできなくても、この様な講話を聞く事で、相手の身にな

り、考え、優しさを思い出すきっかけになると思います。お体に気をつけて、続

けていただけたらありがたいと思いました。」「物事を知ることの大切さを感じま

した。あまり知られていない難病、うつ病など、そのことについて、それに苦し

んでいる人の気持ちについて知っていれば、きっともっと寄り添える人が増える

のでは、と思いました。」など、多数ご感想をいただきました。 

 この大会が、真に市民一人ひとりが人権を尊重する、大内のまちづくりに寄与

するものになると考えております。 

意見発表をしてくれた児童・生徒の皆さん 

 11月12（月）～16日（金）に、大内・小鯖協育ネットが主

体となったあいさつ運動が行われました。中学生はボラン

ティアを募り、母校の小学校でも元気なあいさつを行って

いました。また、地域の方や保護者の方も、朝早く生徒た

ちの見守り活動や交通指導をしていただき、本当にありが

とうございます。（大内・小鯖協育ネット） 

優 勝 小京都

準優勝 氷 上 

 東京パラリンピックでの活躍も期待される

道下美里選手の講演会です。ぜひ、ご来場く

ださい。 

演 題 『自分らしく生きる』 

講 師 女子ブラインドマラソンランナー・ 

        リオ五輪銀メダリスト 道下 美里 氏      

日 時 平成30年12月17日（月）14：00～15：00 

場 所 大内中学校体育館（大内長野555番地） 

問合先 大内中学校 ℡083-927-0024 

講師 有富 健 氏 



２０１８年１２月１日号 

 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

  12日（水）・26日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

 土   

子どもの会長・副会長会議 10:00～  
 土  

児童クラブ入級説明会 10:30～  

子ども会育成会議 19:00～  子どもいご講座 13:00～  

子どもいご講座 13:00～   水 子ども手芸教室 15:30～  

  水 民児協定例会  9:30～   土 子ども生花教室 13:00～  

 月  
福祉員定例会 13:00～   日  

三世代交流輪飾り・ 

ミニ門松づくり 
13:00～  

大内体育協会 第3回役員会 18:30～   火 センター大掃除  9:00～  

 火 育児学級 クリスマス会 10:00～   水 絵本のおはなし会 10:30～  

ブロードキャスト 湊 かなえ 

かいけつゾロリの 

    ドラゴンたいじ ２ 
原 ゆたか 

いっすんぼうし はた こうしろう 

医師が発見した 

   認知症バイバイ体操 
濱崎 清利 

やみつきバズレシピ リュウジ 

チキンラーメンの女房  

     実録 安藤仁子 
安藤百福発明記念館 

昭和の怪物 七つの謎 保阪 正康 

漢字なりたちブック １年生 伊藤信夫/金子都美絵 

・ 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。 

 当センター大集会場で毎週水・土曜日に活動している、

錬心舘空手山口県地区本部に所属する皆さんが、去る11月4

日（日）に東広島市で開催された第8回中・四国空手道

選手権大会に出場され、好成績を収められました。 

小学低学年(型)優 勝  山田唯華さん(吉敷) 

小学高学年(型)敢闘賞  江藤小雪さん(大内長野) 

  〃     〃    井上夏芽さん（下関市） 

高校生男子(型) 2 位 江藤彪太郎さん(大内長野) 

   〃      3 位 岩中亮大さん(白石) 

一般 女子(型) 3 位 山田礼華さん(吉敷) 

一般  男子(型) 優勝・組手軽量級2位 

宮本大夢さん(大内小京都) 

 おめでとうございます。 

 子どもたちが大好きなクリスマス。 

 みんなで楽しい時間を過ごしましょう‼ 

 今年もサンタさんが来てくれるといいな♪ 

◆日 時 12月 1 1日（火） 10 :00～ 1時間程度 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆対 象 乳幼児とその保護者 30組程度 

◆内 容 ミニコンサート、楽しい工作 など 

◆申 込 大内地域交流センター ℡083-927-0473  

         （ 12月3日（月）8:30～ 受付開始） 

※申込時にお子様の年齢(月齢)をお知らせ下さい。 

◆主 催 山口市母子保健推進協議会大内地区 


