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２０１８年１２月１５日号 

人口 ２３,３５８ 人 男性 １１,２１６ 人

世帯 ９,９８１ 世帯 女性 １２,１４２ 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 

 平成31年度の大内地域交流センター及び学校体育施設の定期

利用を希望される団体は、平成31年1月18日（金）までに定期

利用申請書を、大内地域交流センターにご提出ください。 

 様式はセンター事務室にあります。平日の8時30分から17時15

分までに取りに来てください。 

 現在、定期利用されている団体についても申請が必要です。 

 なお、申請書類の郵送は行いませんので、ご注意ください。 

下記の日程で調整会議を行いますので、忘れずに

ご出席ください。（場所：大内地域交流センター） 

センター定期利用   2月6日（水）19：00 

学校体育施設定期利用 2月18日（月）19：00 

※学校体育施設とは、大内小・大内南小の体育

館と運動場、及び大内中の体育館のことです。 

 第41回大内まつりが平成31年4月21日（日）に開催される予定です。大内地区が誇る春の一大イベント、「大内ま

つり」に参加する「出展・出演者」を募集します。みんなで一緒にまつりを盛り上げてみませんか？ 

◆募集内容 大内まつり出展・出演者 ※前回の参加団体には個別にご案内します。 

◆応 募 先 大内まつり実行委員会 ℡050-1265-7063 締切り 平成31年1月10日（木） 

※第1回実行委員会を下記のとおり行います。応募された団体は必ずお集まりください。 

 日時：平成31年1月24日（木）19:00～  場所：大内地域交流センター 2階 講堂 

※会議・準備・後片付け等に、どなたも出席されない団体は、まつりへの参加をご遠慮い

ただく場合があります。   

 1 1月25日（日） 大内中学校体育館に於いて、山口警察署少年相談

員連絡協議会主催の少年綱引き大会が、山口署管内の小学校 12校が参

加し、行われました。 

 大内地区からは、大内小学校と大内南小学校が出場し、両校とも圧

倒的な強さで勝ち上がり、決勝で対戦、結果は、大内南小学校が勝利

し、3年連続7回目の優勝となりました。大内小・南小ともに、この日

のためにたくさんの練習を積み重ね、練習試合もされ、その成果を十

二分に発揮されました。 

 この大会は、学校関係者や父兄の応援も多くなり、年々盛り上がっ

て、熱気を帯びた大会になってきました。選手たちも声援に応え、や

る気十分で、熱戦が繰り広げられました。 

優勝の大内南小学校 

準優勝の大内小学校 
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 山口市では成人式を平成31年1月13日(日)13：40から「山口市民会館」で開催します。 

 案内状が届かない場合、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は、山口市教

育委員会社会教育課(083-934-2865)までご連絡ください。 

 ★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。 

 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、平成31年1月15日（火）～1月28日（月）までの平日8：30～ 17： 15までに代金とと

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。）  

 お申し込みされないと、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。 

※申込用紙は成人式当日も写真撮影後にその場で配布いたします（会場での申込受付はできません）。  

 ◆問合先 大内地域交流センター (℡083-927-0473) 

 大内文化の発祥地、ここ大内地区には、大小さまざまな神社仏閣があります。 

 元旦午前0時を期して、遠くに響く除夜の鐘の音に耳をそ

ばだてながらの初詣を1年の最初の行事にされているご家族

も多いと思います。  

 大内地区では数ある神社のうち、御堀の「御堀神社」、小

野の「志多里八幡宮」、菅内の「日吉神社」、茅野神田の

「櫻木神社」、宮ノ馬場の「長野八幡宮」の五社が昔から

「産土神社（うぶすなじんじゃ）」とされ、地区の人々のお

世話でまもり継がれ、今な

お敬愛を集めています。  

 このうち「御堀神社」、

「志多里八幡宮」、「櫻木神

社」、「長野八幡宮」と大内

氏の氏神、氷上の「妙見社

（みょうけんしゃ）」で

は、毎年「年始のお接待」

が続けられています。お近

くの神社にお参りされ、地

区の人々の心温まるお接待

を受けられるのも、郷土愛

のひとつではないでしょう

か。 
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 山口市では、絵本に関心を持ち始める時期の乳児とその

保護者を対象に、絵本を無料で贈呈し、絵本を通して親子

の絆を強めることができる「ブックスタート体験会」を開

催しています。ぜひご参加ください。 

◆日 時 平成31年1月10日（木）、1月11日（金） 

両日とも10：00～12：00（受付随時・所要時間15分程度） 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 和室 

◆対 象 平成30年4月1日～平成30年6月30日の間に 

     生まれた乳児とその保護者の方 

    ※対象者にはハガキで別途ご案内いたします。 

◆問合先 山口市立中央図書館（℡083-901-1040） 

 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。（申込み不要） 

◆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 

◆問合先 大内地域交流センター  

℡  083-927-0473 

 1 1月25日（日）、後期ソフトバレーボー

ル大会がやまぐちリフレッシュパークで

開催されました。 

 各町内から多数の参加があり、男子の

部 18チーム、女子の部 15チーム、混合の

部8チームが熱戦を繰り広げました。 

 参加された選手の皆さん、お世話され

た役員の皆さん大変お疲れ様でした。 

 大会の結果は右のとおりです。 

（混合の部） 

優 勝 姫山台 

準優勝 下千坊 

（女子の部） 

優 勝 茅野神田C 

準優勝 上矢田 

（男子の部） 

優 勝 高芝A 

準優勝 茅野神田B 

★日 時：平成31年1月9日（水）・16日（水） 

       両日とも 10：00～ 12：00 

★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 

☆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。 

～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～ 

受講者募集 

2月、3月、9月に開催した将棋教室を開催します。 

多数のみなさんのご参加をお待ちしております。 第４回将棋教室のご案内 
☗日 時 12月24日（月）13：00～17：00  ☖場 所 大内地域交流センター 2階 講堂  

☗申込み 不要(途中出入り自由)     ☖対 象 将棋に興味のある方、将棋の対戦相手を探している方 

☗問合せ 大内地域交流センター  ℡  083-927-0473  ※盤・駒をお持ちいただけると助かります。  
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    16・30日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

4日 金 民児協定例会 10:00～   水 パソコン講座 10:00～  

 土  子どもいご講座  13:00～    土 子どもいご講座 13:00～  

8日 火 母子相談 10:00～  
大内子ども会 第34回

冬のフェスティバル 
 9:00～  日  

水 パソコン講座 10:00～   子ども手芸教室 15:30～  水   

土 子どもの会長・副会長会議 10:00～  子ども生け花教室 13:00～   土   

日 
山口市成人式 

（写真撮影は15:35～） 
13:40～  日 

第82回 

 中国山口駅伝 
 9:30～ 

 

下町ロケット ヤタガラス 池井戸 潤 

あめだま ペク ヒナ 

小児科医のぼくが伝えたい 

        最高の子育て 
高橋 孝雄 

天子蒙塵 第四巻 浅田 次郎 

さば水煮缶健康レシピ 
女子栄養大学 

   栄養クリニック 

歩けなくなるのがイヤなら 

     かかとを整えなさい 
宮本 晋次 

まわるよる 
ｔｕｐｅｒａ  

   ｔｕｐｅｒａ 

漢字なりたちブック ２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ください。 

・返す時は事務室に持ってきてください。 

・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ください。 

 「どんど焼き」とは小正月（こしょうがつ）の

行事で、正月の松飾り・注連縄（しめなわ）・書き

初めなどを家々から持ち寄り、一箇所に積み上げ

て燃やすという、日本全国に伝わるお正月の火祭

り行事です。「どんど焼き」で無病息災を祈り、良

い年を迎えましょう！ 

◆日時：平成31年 1月 12日（土） 10：00～ 

◆場所：桜木神社 境内 

◆協力：茅野神田青年団 

 ぜんざい、フライドポテトも

用意しています。 

 大内地区の消防団活動の一環として、毎年恒例の消防

放水を下記の日程で行います。 

 迫力のある放水をぜひご覧ください。 

◆日 時：平成31年1月6日（日） 14：00～ 

◆場 所：大内千坊水管橋付近（中川橋と御堀橋の間） 

※河川敷に駐車スペースがあります。 

◆主 催：山口市消防団東部方面隊大内分団 

     大内消防後援会 

 伝統行事へぜひお越しください 


