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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１９年１月合併号 

人口 ２３,３７２ 人 男性 １１,２２５ 人

世帯 ９,９９２ 世帯 女性 １２,１４７ 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、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8：30～17：15の間

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。 

（問合先）大内地域交流センター ℡083-927-0473 

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    2/6（水）19：00 

学校体育施設定期利用 2/18（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。 

（絵手紙作家 萩野孝次様からご提供いただきました。） 
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 11月23日（金・祝）に大内中学校体育館にて「大内地域の防災を考える

会」を開催し、150人あまりのご参加をいただきました。 

 山口大学の山本晴彦教授による講演では、最近の気象状況を踏まえて全

国各地で起こった豪雨災害、今年発生した西日本豪雨災害等のお話をいた

だき、続いて大内在住のパネリストを交えて、平成21年に大内地域で起

こった水害をふまえたディスカッションを行いました。 

 各地の災害の状況や、避難や救助活動の経験等、生々しいお話をお聞き

することができ、災害への恐怖とともに、あらためて災害が身近に起こり

うるものだと考えて準備する必要性を感じることができました。 

 多くの方のご参加とご協力による大変有意義な会を開くことができまし

たことを心よりお礼申し上げます。 

受講生募集 

★日 時：2月2日（土）9日（土） 

     両日とも 10：00～12：00 

（※土曜日の開催です。ご注意ください。） 

★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のこと（貸出可） 

★申込先：大内地域交流センター 

      ℡083-927-0473 

 

 頭が痛くなる、難しい関数は極力使わずに 

家計簿の作成で、表計算を楽しみましょう 

オンリーワンの家計簿を作り使いこなして・・・ 

  へそくりをため・・・ハワイ旅行も夢ではない かも？ 

地域ぐるみで青少年を育てるきっかけを見つけませんか。どなたでも、お気軽にご参加ください。  

◆日 時  1月26日 (土 ) 13：30～ 16：30    

◆場 所  山口南総合センター ホール（山口市名田島 1218-1） 

◆内 容  山口県優良少年補導委員表彰 感謝状伝達式 

  講 演 「門下生が語る 松下村塾のようす」 －『松下村塾零話』よりー 

        山口県立山口博物館 学芸課長 山田 稔 氏 

  事例発表『標語で広がる地域愛』大内地区青少年健全育成協議会 

      『仁保川で育む郷土愛 アユの放流と 100匹のこいのぼり』仁保地区青少年健全育成協議会 

  オープニングでは、大内小学校合唱団による合唱もあります。  

◆主 催  山口市青少年健全育成市民会議山口支部・山口市教育委員会 

◆問合先  山口市教育委員会社会教育課 ℡083-934-2856 
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 大内は子育てにやさしいまち。子育て中の不安や孤独、そしてストレスを上手に解消する秘訣を学びません

か。ママの笑顔は、子どもにとっても、家族にとっても、そして自身にとっても素敵な宝物です。幸せの好循

環を手に入れましょう！！ 

◆日 時 2月2日（土）10:00～12:00 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆対 象 健康に関心のある方。元気なまちづくりを応援したい方。 

◆定 員 50名程度（先着順） 

◆申込先 大内まちづくり協議会 ℡  050-1265-7063 fax 083-927-0473 

◆締 切  1月30日（水） 

 大内で子育てや仲間づくり等、世代を超えてみんなが元気に安心して暮らしていくには何が必要で

しょうか。講演とトーク＆トークによる、参加型の“語ろう会”を開催します。 

 当日は、「語ろうカフェ」で美味しいお茶とお菓子も用意して、皆さまのご参加をお待ちしています。 

◆講 演  

 講師 福田 百合子 氏（中原中也記念館名誉館長） 

 演題 「あさの笑顔 よるの笑顔」 

◆みんなで語ろう！ ～子どもが元気・大人が元気・まちが元気～ 

  ・パネリスト   ：木本 直美さん（大内3Bスマイルキッズ指導者） 

  ・  〃     ：中沢 桂三さん（「大内元気あっぷボディをめざす健康講座」受講者） 

  ・コメンテーター ：福田 百合子さん（中原中也記念館名誉館長） 

  ・コーディネーター：西山 香代子さん（大内まちづくり協議会健康福祉部会） 

◆日 時 1月24日（木） 10：00～11：30 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 講堂 

     ※託児あり 

◆対 象 子育て中のママ、応援団としての先輩シニア 

◆講 師 COCO-emi（ここえみ） 

      代表  小林 洋子 さん 

◆申込先 大内まちづくり協議会 ℡ 050-1265-7063 fax 083-927-0473 

◆締 切 1月21日（月） 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    16・30日（水） 

ONE PIECE 91 尾田 栄一郎 

本所おけら長屋 １１ 畠山 健二 

その先の道に消える 中村 文則 

食べても食べても太らない法 菊池 真由子 

楽しく百歳、元気のコツ 吉沢 久子 

漢字なりたちブック 3年生 伊藤信夫/金子都美絵 

小学館版学習まんが 世界の歴史1 小学館 

小学館版学習まんが 世界の歴史2 小学館 

・ 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。 

～食推さんといっしょにお菓子づくりに

挑戦してみませんか？～ 

“簡単！おいしい！チョコチップケーキ” 

◆日 時 2月9日(土) 13:00～14:30 

◆場 所 大内地域交流センター 1階 調理室 

◆対象者 小学生 先着20名 

◆持参物 エプロン、三角巾、手拭きタオル 

◆参加費 100円 

◆申込先 大内地域交流センター ℡083-927-0473 

 ※1月23日（水）8:30～ 申込み受付開始 

◆日 時 1月20日 (日 ) 9:00~12:00 

◆場 所 大内南小学校体育館 

◆主な内容（予定） 

 ・町内対抗による綱引き  

 ・5人 1組によるチャレンジゲーム 

（ジャンボじゃんけん・キッキングスナイパー・ス

プーンリレー・ポイポイゲーム・指人形たたき・

ジェスチャーゲーム） 

 今年も子どもたちが寒さに負けずがんばります。 

 皆さん、子どもたちへ大きな応援をよろしくお願い

いたします。 

大内地域育児学級 魚食普及講座 

◆日 時  2月12日(火) 10:00～13:00 

◆場 所  大内地域交流センター 1階 調理室 

◆講 師  キッチンcaféさわ フードコーディネーター 佐々野恭子先生 

◆対象者  未就園児の親子 先着10組（親のみの参加も可） 

◆持参物  エプロン、三角巾、手拭きタオル 

◆参加費  無料 

◆申込先  大内地域交流センター ℡083-927-0473 

◆申込期間 1月23日（水）8:30 ～ 1月31日（木）17:00までの平日 

 ＊申込時にお子さんの年齢（月齢）をお知らせください 

 ＊甲殻類、卵、小麦粉、豆腐等を使用することがあります 

◆主 催  山口市母子保健推進協議会 大内地域・山口市水産港湾課 


