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２０１９年４月１５日号 

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 

★日 時：5月15日（水）・22日（水） 

     両日とも10：00～12：00（午前中です） 

★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のこと（貸出可） 

★申 込：大内地域交流センター TEL：927-0473 

種  目 日   時 会   場 世 話 人 

グラウンド・ゴルフ リフレッシュパーク 

第２グラウンド  

杉山 茂 （℡928-8121） 5月22日（水） 8時～12時 

（予備日 5月23日（木））  ペタンク 江藤 徳明（℡922-1537） 

ゲートボール 5月25日（土） 8時～12時 氷上児童公園 小谷 潔 （℡927-0440） 

 この大会は大内在住の高齢者のみなさんが、球技を楽しみながら交流・健康増進をしようとする集ま

りです。地区の老人クラブに入会されていない人も参加できます。初心者も歓迎します。各種目の道具

は競技団体で準備しています。参加者全員に参加賞があります。賞品もたくさん準備しています。  

※参加希望者は5月 10日（金）までに各地区の老人クラブ会長へお申し込みください。老人クラブのない地

区の方は、各競技世話人に直接ご連絡ください。 

    ■日 時 6月1日(土）11時～ 

    ■場 所 山口南総合センター（名田島1218番地1） 

    ■入場料 無料（供物料等は御遠慮ください。） 

     ※事前の申し込みは不要です。当日10時50分までに会場にお越しください。 

    ■問合せ 市地域福祉課 ＴＥＬ：083-934-2918 

過去の戦争でなくなられた方々に対して追悼の意を捧げるとともに、過去の教訓を風化させることなく平和の大切さ

を伝えるため、追悼式を開催します。 



山口市では保健師が、お子さんの発育・発達相談や予防接種、 

健康づくり、病気の相談やがん検診、講座や地域づくりの支援 

など、子育ての支援や健康づくりをお手伝いしています。 
 

●育児相談のご案内 
 

母乳やミルクのこと、ご家族の健康について、お子さんの成長・発達についてなど

の相談を行っています。お子さんと出かける場所やサークルの情報が欲しい、子育て

が大変で困っている、などご心配なことや知りたいこと、計測だけでも結構ですの

で、お友達づくりもかねてお気軽にご利用ください♪ 

日程：５/１４・７/９（歯科相談を併設）・９/１０・１１/１２ 

   １/１４（歯科相談を併設）・３/１０  全て火曜日 

受付：１０時から１１時 （予約不要） 

会場：大内地域交流センター２階 和室 

●母子保健推進員（母
ぼ

推
すい

さん）のご紹介 
 

 山口市の委嘱を受け、保護者の皆さんと乳幼児の健康を支えるために保健師と

のパイプ役として活動しています。妊婦さんやお子さんのおられるご家庭に家庭

訪問をしますので、妊娠や育児に関する心配ごとなど、お気軽にご相談くださ

い。母子相談や1歳6か月・3歳児健康診査の補助、大内地域交流センターでの楽

しい育児学級も開催しています。 
 

●その他にも保健師・助産師が家庭訪問・電話相談も行っています。 

お子さんのことやママのこと、お気軽にご相談くださいね♪ 

 

＊問い合わせ 山口市子育て保健課  TEL：（083）921-7085 
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◆日 時：4/28（日）11：30～13：00 

◆会 費：無料 ※申込不要 

◆場 所：大内地域交流センター 

◆問合せ：大内みんな元気食堂実行委員会  

     TEL：070-3777-1187（児玉） 

 「みんなで食べるとおいしいね！」と、食事を通して、地域の皆さんと

楽しく、交流できる、ふれあいの居場所づくりを目指しています。どなたで

もご利用可能な地域食堂となっておりますので、ぜひご参加ください。 

 今回のメニューは大人気のカレーライス！子どもも、大人も、みんなで楽

しくおいしく♬ ※アレルギーには対応しておりませんので、各自ご留意く

ださい。 

 なお、一般や中学生・高校生のボランティアの方を募集中です。食材提供

もお願いします。詳しくは実行委員会までお問い合わせください。 みんなで食べると 

おいしいね！ 
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団  体  名 使用日 使用施設 

大内スポ少 

４年サッカー 
毎週火・金・土 

大内小グラウ

ンド 

大内スポ少 

５年サッカー 
毎週火・木・土 

大内小グラウ

ンド 

大内スポ少 

６年サッカー 
毎週月・水・金 

大内小グラウ

ンド 

大内スポ少 

ソフトボール部 
毎週水・金・土 

大内南小グラ

ウンド 

大内スポ少 

女子サッカー 
毎週月・火・木 

大内南小グラ

ウンド 

大内ミニバス 

女子 
毎週火・木・金 

大内小・南小

体育館 

大内ミニバス 

男子 
毎週火・木・土 

大内小・南小

体育館 

大内スポ少 

バレーボール部 
毎週月・水・土 

大内南小体育

館 

大内ジュニア 

バレーボール 

クラブ（女子） 

毎週月・水・金 
大内小・南小

体育館 

大内男子ジュニア 

バレーボールクラブ 
毎週月・金 大内小体育館 

大内剣友会 

（スポ少剣道） 
毎週火・土 

大内南小体育

館 

山口ＪＶＣ 

（スポ少男子バレー） 
毎週月・水・土 大内小体育館 

ＰＩＥＣＥ☆Ｊ．Ｖ．Ｃ 

（スポ少女子バレー） 
毎週土曜日 大内小体育館 

ＦＣドリームス 

（サッカー） 
毎週月曜日 

大内小ナイ

ター 

Ｊｏｋｅｒ 

（ソフトバレー） 
毎週水・土 

大内中・大内

小体育館 

Ｑクラブ 

（バレーボール） 
毎週土曜日 大内小体育館 

アクア 

（バレーボール） 
毎週火曜日 大内小体育館 

スマッシュブラザーズ 

（バドミントン） 
毎週日曜日 大内小体育館 

団  体  名 使用日 使用施設 

大内クラブ 

（バレーボール） 
毎週火・金 大内小体育館 

大内シニア 

（ソフトボール） 
毎週土曜日 

大内南小グラウ

ンド 

大内卓球同好会 毎週木曜日 大内小体育館 

大内バドミントンクラブ 毎週月曜日 大内小体育館 

グラウンドゴルフ 

大内クラブ 
毎週日曜日 

大内小グラウン

ド 

西京倶楽部 

（男子バレー） 
毎週木・土 大内中体育館 

クラッキ 

（サッカー） 
毎週火曜日 大内小ナイター 

ユカイクラブ 

（バドミントン） 
毎週金曜日 大内南小体育館 

長州よさこい連 

崋劉眞（ｶﾙﾏ） 
毎週月・木 大内南小体育館 

でこぼこフレンズ 

（ソフトバレー） 
毎週月曜日 大内中体育館 

はねつきクラブ 

（バドミントン） 
毎週水曜日 大内小体育館 

盛華倶楽部 

（ソフトバレー） 
毎週金曜日 大内小体育館 

宮の馬場 

スポーツ愛好会 
毎週水曜日 大内中体育館 

森安の会 

（インディアカ） 
毎週日曜日 大内中体育館 

山口クラブ 

（バスケットボール） 
毎週月・木 大内中体育館 

山口ベアーズ 

（バスケットボール） 
毎週土曜日 大内中体育館 

山口ソレイユ 

（ソフトボール） 
毎週土曜日 

大内南小グラウ

ンド 

山口バレーボールクラブ 毎週木曜日 大内南小体育館 

山口クラブ（男子） 

（バスケットボール） 
毎週金曜日 大内中体育館 

ＫＩＲＡＲＡ♡ＶＢＣ 

（バレーボール） 
毎週月・水 大内小体育館 



 月に一度、おいしい季節の和菓子と抹茶を楽しみませんか？ 

 おうちで抹茶を点てていただけるように手ほどきします。また、茶道の歴史やお道具クイズ、和菓子

作りなど、子ども達が楽しくお茶の文化を学べる教室です。 

 ◆対 象 者 小学生 

 ◆定  員 10名 

 ◆実施期間 5月～7月、9月～3月 

 ◆日  時 毎月第3水曜日の15:30～17:00 

 ◆場  所 大内地域交流センター 2階和室 

 ◆参 加 費 お茶、お菓子代として1回500円 

 ◆申込・問合せ先 

       （代表）阿部 夕子 TEL：090-6832-4668 

２０１９年４月１５日号 
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本と鍵の季節 米澤 穂信 

熱帯 森見 登美彦 

ホットサンド倶楽部 大林 千茱萸 

ひなエナガちゃん 小原 玲 

オリンピックのおばけずかん 

ビヨヨンぼう 

斉藤 洋 

宮本 えつよし 

小学館版学習まんが 世界の歴史15 

小学館 小学館版学習まんが 世界の歴史16 

小学館版学習まんが 世界の歴史17 

・ 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。 

4月 1日付人事異動により、大内地域交流センターの職員が異動となりました。 

 〇交流センター所長 山本 裕史 〇地域担当 主査 景由 崇志 
  地域の皆様大変お世話になりました。今後の大内地域の更なる発展を願っています。 

    4月より、大内地域交流センター所長に着任いたしました。 

    地域の皆様と一緒に大内のまちづくりに取り組んでまいりたいと思います。 

    どうぞよろしくお願いいたします。          
                               所長 岡崎

おかざき

 十志郎
と し お

 

       4月より、大内地域交流センター地域担当としてお世話になることになりました。 

    大内地域の発展のために、精一杯頑張っていきたいと思っています。 

    これからよろしくお願いいたします。 

                              地域担当 主事 大賀 海渡
お お が  か い と

 

転任されるお二人、２年間お疲れさまでした。新天地での更なるご活躍をお祈りしています！ 

新体制となり、大内地域をさらに盛り上げていきたいと思っていますので、今後とも大内地域交流セン

ターをどうぞよろしくお願いいたします。       大内地域交流センター 職員一同 


