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２０１９年４月１日号 

人口 ２３,３３７ 人 男性 １１,２０９ 人

世帯 ９,９８９ 世帯 女性 １２,１２８ 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 

 当日は、市道小野高芝線終点交差点の大内地域交流

センター前から大内保育園入口北側までの約100ｍが

通行止めとなり、通り抜けができなくなります。 

 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

※20～22日は大内まつり準備等のため、センターの

利用はできません。 

 会場では、各団体の演技・歌などの発表や、ミニSL乗車体験、各種

展示・販売などがあり、さらにはみんなで楽しめるダンスや歌など参

加型のイベントもあります！  

 屋内では手芸・型染め・指文字名刺づくり・押し花・生け花の体験

教室も行われます。 

※くわしくは同時に配布されているパンフレットをご覧ください。 

○通行止め：4/21（日）9:00～ 16:00 

大内地域交流 

センター 

 「環境を守る」ための様々な活動が、日本各地で行われています。 

 山を守る、川を守る、生き物を守る、空気を守る、等々、いろいろな活動があると思います。 

 今回も「仁保川の環境保全」の一環として、そして、子ども達の「生物愛護の精神」を育むための活

動として、大内地区の北側を流れる「仁保川」に、アユの稚魚を放流します。  

 「川」と「魚」を体験する貴重な機会ですので、多くの子どもたちの参加をお待ちしています。 

◆日 時 4月 13日（土）9:30～ 10 :30 

◆場 所 育成学校前の「仁保川」河原 

◆対象者 幼児(保護者同伴)、小学 1～4年生程度 

◆定 員 30人程度 

◆持参物 小さなバケツ、タオル 

◆申込先 大内地域交流センター TEL 083-927-0473  

◆締 切 4月 12日（金）午前中 

◆その他 汚れても良い服と

靴で来てください。（長靴が

あると便利です。） 

※前日や当日の天候

及び川の水量によっ

ては、中止すること

があります。 
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 大内中学校では、毎年3学期に、2年生が小鯖の禅昌寺に行って座禅

学習を取り入れた立志式を行っています。今年も3月 13日に、2年生

が学校から小鯖の禅昌寺をめざして、萩往還を歩きました。お寺で

は、住職からの講話と座禅学習で約 70分間の体験活動を行いまし

た。どの生徒もきちんと座禅をしながら、己を見つめ、自己の目標

を考えることができました。往復約 10㎞の行程中に、ゴミを拾って

歩いている生徒もいて、さわやかな中学生の姿が垣間見えました。 

 平成31年度のパソコン講座の予定をお知らせします。 

 今年度はワードやエクセルの定番の内容や画像処理やパソコントラブルの対処法など

が学べます。各テーマごとに講座の開催時期が近づいたら、「おおうちだより」に受講者

募集の案内が掲載されますので、興味のある方は是非お申し込みください。  

開催月 テーマ 内容 ジャンル 

4月 写真の画像処理 屋内外で撮影した写真の編集加工を学びます。 デジカメ 

5月 ワードでアルバムを作ろう 自分で撮った写真を加工し、アルバムを作ります。 ワード 

6月 図形入り案内文 回覧板にもなる、絵入り地図入り案内文を作ります。 ワード 

7月 パソコンの操作 パソコン内のファイルの整理と保存方法を学びます。 PC全般 

9月 
表計算等の初歩 

エクセルで遊ぶ 

セルやワークシートの操作を覚える。 

エクセルに計算をさせてみる。 
エクセル 

10月 エクセルで表を作って遊ぶ 表のレイアウトを覚える。用途に合わせた印刷法を学びます。 エクセル 

1 1月  年賀状 ワードで独自の年賀状を作成します。 ワード 

1月 Windowsの操作 
Windowsの便利な機能やパソコンの構造（ハード、ソフトの両

面）を学ぶことによりトラブル対処法も身に付けます。 
PC全般 

2月 家計簿表計算 更にエクセルを使いこなします。 エクセル 

◆日 時 4月 13日（土）・27日（土） 

     両日とも 10:00～ 12 :00 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆定 員 15名 (先着順 )  

◆受講料 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 スマホ・デジタルカメラ持参のこと 

    （パソコン貸出可） 

◆申込先 大内地域交流センター TEL 083-927-0473 

 大内地域交流センター近辺を散歩しながら、

スマホやデジカメで風景や草木などを撮影し、

パソコンで編集・加工します。 
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サークル名 曜日 時間 サークル名 曜日 時間

２５日会 毎月２５日 19:00～21:30 JUNIOR　ＪAZZERCISE 毎週木曜日 16:30～18:30

３Ｂ体操（火曜コース） 毎週火曜日 19:30～21:00 シルバー社交ダンスクラブ 毎週火曜日 9：00～13：00

３Ｂ体操（木曜コース） 毎週木曜日 9:00～12:10 新日本婦人の会（大内班） 第３土曜日 10:00～12:00

３Ｂ親子 毎週木曜日 9:00～12:30 真味の会 第３火曜日 9:30～12:30

３Ｂスマイルキッズ 毎週水曜日 14:00～17:30 高芝寿歌おう会
第２・４月曜日
（祝祭日は除く）

13:00～17:00

池坊　生け花教室 第２水曜日 19:00～20:30 日本習字
毎週土曜日
第１・３土曜日

13:00～15:00
19：30～21：00

笑顔会
毎週火曜日
第２・４金曜日

13:00～16:00 音夢 毎週火・土曜日 13:30～16:30

NPO法人
山口せわやきネットワーク

毎週土曜日 9：00～13：00 ハウオリ・フラ大内 毎週金曜日 9:30～12:00

大内あすなろ会
偶数月
第２月曜日

9:30～11:30 ふしぎな花倶楽部
第３土曜日
第４木曜日

9:30～16:30

大内紀月会民踊
・新舞踊教室

毎週木曜日 13:00～17:00 ふまねっと大内 第１木曜日 9:00～12:00

大内きららの会 第２・４土曜日 13:00～16:00 Ｐｒｉｍｏ　リトミック 第１・３水曜日 9:30～13:00

大内高齢者囲碁同好会
毎週水・金曜日
（第３水曜日除く）

12:50～17:00
ふれあいいきいきサロン
新矢田

第３月曜日 12:00～17:00

大内史談会 第３木曜日 18:30～21:00 防長岳風会 吟道研究会 第１日曜日 9:30～11:30

大内社交ダンスクラブ 毎週木曜日 19:00～22:00 防長岳風会 御堀支部 第２・４土曜日 13:00～16:00

大内吹奏楽団　”あ～べんと” 毎週土曜日 18:00～22:00 墨風会　山口 第２月曜日 9:00～12:30

大内卓球クラブ
毎週
月・火・木・金曜日

9:00～15:30 墨花会 第２・４火曜日 9:00～12:00

大内地区老人クラブ連合会
モチーフつなぎ

第１日曜日 9:00～12:00 やさしい仏様を彫る会 第１・３木曜日 9:30～13:00

大内フォークダンスサークル 毎週水曜日 9:00～12:00 山口盆栽同好会 第２土曜日 9:00～11:50

大内ラージ卓球クラブ 毎週水曜日 13:00～15:30 ユカリカラオケ教室 第１・３火曜日 13:00～16:00

大内レクリエーションダンス
同好会

第1.・３・４木曜日 13:00～16:00 夢工房「喜喜」　花グループ 毎週水曜日 10:00～12:00

岳誠流　日本吟道
山口岳誠会

毎週金曜日 13:00～15:00 錬心舘山口県地区本部
第１～４水曜日
第１～４土曜日

17:00～22:00

型染遊禅染色教室 第１・３月曜日 9:30～16:30 朗読劇やまぐち 第１・３月曜日 13:00～16:30

黒田バレエスクール 山口教室 毎週火曜日 17:00～22:00 YIPL英会話教室 毎週火曜日 16:00～20:30

玄游会　彩月書道教室
毎週火曜日
毎週土曜日

15:00～19:00(火)
9:00～12:00(土)

山口市食生活改善推進協
議会　山口支部大内地区

第１火曜日 9:00～13:00

こうる・ソアーヴェ
第２・４金曜日
第１・３・５土曜日

19:00～22:00(金)
9:00～13:00(土)

山口市母子保健推進協議
会　大内地区

第２火曜日 9:30～13:00

子育てサロン　大きくなぁれ 第２水曜日 9:30～12:00 大内地区社会福祉協議会 第２・３木曜日 8:15～13:00

琴同好会
第１・３火曜日
第２・４火曜日

13:00～17:00
17:00～21:00

大内地区
民生委員児童委員協議会

第１水曜日 9:00～13:00

子ども茶道教室 第３水曜日 14：30～18：00 大内地区福祉員協議会
偶数月10日
（8月は9日）

13:00～16:00

自彊術　大内教室 毎週月曜日 10:00～11:30
大内地区子ども会
育成連絡協議会

糸東空手道
スポーツ少年団・古武道

毎週日曜日 9:00～14:00
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大内地域交流センター（ 10 :20～ 1 1 :00） 

    10・24日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

1日 月 絵本のおはなし会 10:30～  

13日  土 

アユの放流体験 9:30～ 仁保川河原 

3日 水 
民児協定例会 

（包括） 
9:30～  パソコン講座 10:00～  

6日 土 子どもいご講座 13:00～  大内子ども会総会 19:00～  

8日 月 大内体育協会総会 19:00～  20日 土 大内まつり前日準備 13:00～  

10日 水 福祉員定例会 13:00～  21日 日 第41回大内まつり 9:00～  

11日 木 大内老連総会 9:30～  22日 月 
大内まつり後片付け 

全館清掃 
 

12日 金 狂犬病予防注射 13:10～  27日 土 パソコン講座 10:00～  

むしばいっかのおひっこし にしもと やすこ 

夫ストレス 奥田 三恵子 

神のダイスを見上げて 知念 実希人 

フーガはユーガ 伊坂 幸太郎 

沢村さん家のそろそろごはんですヨ 益田 ミリ 

小学館版学習まんが世界の歴史12 小学館 

小学館版学習まんが世界の歴史13 小学館 

小学館版学習まんが世界の歴史14 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  4月24日（水）10:00～  2時間程度 

◆場 所  大内地域交流センター  1階 調理室 

◆募集人数 20名程度（先着順） 

◆講 師  品川 雅治 先生 

   （現大内ブルーベリー生産部会員で、自家 

   栽培した果実を使用したジャムを製造販売） 

◆参加費  1人 300円（原材料費＋瓶代） 

◆持ち物  三角巾 エプロン タオル 

◆主催・申込先 

   大内ブルーベリー生産部会  

    広報担当 にしくら TEL 080-3133-4138 

※自作ジャム150g/1本はお持ち帰りいただけます。 

 大内地域には20軒以上の大内ブルーベリー生産者がおり、まちなかの様々なところでブルーベリーを栽培し

ています。楽しいジャムづくりを通じて、大内ブルーベリーの美味しさや活動についてふれてみませんか？ 


