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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 
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 8月4日（日）、大内地区青少年健全育成協議会が、大内中学校美術部の生徒と標語看板を制作しました。看板に

採用された標語は、昨年地区内の小学5年生と中学2年生から募集した「見まもり」に関する標語の中から選ばれた

24点の優秀標語です。これらの看板は、地域の多くの皆さまに見ていただけるように、各町内へ配布されます。 

 ◆日 時 令和元年9月28日(土)  午後7時～8時 

 ◆場 所 山口そうごう自動車学校(大内) 

      ※駐車場はTYS前庭・そうごう自校向かい・三好屋楽器大 

      内店駐車場をお借りしておりますが、できるだけ乗り合わ 

      せにご協力ください。 

 ◆内 容 山口警察署員の講話と、教習場での実地講習 

      （自動車のライト点灯時の歩行者の見え方、歩行者・自転 

      車の反射材の効果等） 

 ◆対象者 大内地域在住の方 

 ◆主 催 大内まちづくり協議会安心安全部会 

      山口交通安全協会 

      大内地区老人クラブ連合会 

 ◆問合先 大内まちづくり協議会事務局 

       TEL：050-1265-7063 FAX：083-927-0473 

 県下では、薄暮時から夜にか

けての交通事故が多い状況で

す。  

 大内まちづくり協議会では、

秋の交通安全週間に併せて交通

安全の啓発と、薄暮から暗く

なった時刻での運転者と歩行

者・自転車の相互の注意点等を

踏まえた交通安全教室を右記の

とおり実施しますので、多くの

方々の参加をお待ちしていま

す。  
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 この大会は、大内地区在住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。老人会に入っていない人も参加できます。初心者も歓迎します。 

 参加者には、全員に参加賞を差し上げます。その他の賞品もたくさん準備して待っています。 

競技名 日時 場所 世話人 

グラウンドゴルフ １０月１７日（木） 

※予備日１８日（金） 

8：00～12：00  

杉山 茂 

℡928-8121 リフレッシュパーク  

第２グラウンド 
ペタンク 

江藤 徳明 

℡922-1537 

ゲートボール 
１０月１９日（土） 

8：00～12：00 
氷上児童公園 

小谷 潔 

℡927-0440 

 参加希望者は、10月4日（金）までに各地区の老人クラブ会長へ申し込んでください。 

 老人クラブのない地区の参加希望者は、各競技世話人もしくは老人クラブ連合会会長 山田延雄（℡925

-0325）に直接申し込んでください。 

★ ＭＥＮＵ ★ 
 

・豚肉と長いもの梅風味蒸し 

・オクラピザ 

・豆苗とトマトのスープ 

・もち麦ごはん 

◆日 時 10月1日（火） 9:30～13:00 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆定 員 20名(先着順) ※託児あり（要申込） 

◆参加費 200円 

◆持ち物 エプロン、三角巾、タオル 

◆申 込 大内地域交流センター ℡927-0473 

     締切 9月24日（火） 

※今回は、山口市保健センターの吉儀保健師から「歯の健康」についてご講話いただきます。  

★日 時：9月11日（水）・18日（水） 
 両日とも 10：00～12：00 

★場 所：大内地域交流センター 
（水曜日の教室は1階研修室です） 

★定 員：15名（先着順） 
★参加費：1,500円（2回分、テキスト代含む）  

※初回受講時に徴収します 
★その他：パソコン持参のこと（パソコン貸出可） 
★申込み：大内地域交流センター ☎927-0473  

 放送大学では、2019年度第2学期（10月入学）学生

を募集しています。多彩な放送授業300科目があり、

お好きな科目を1科目から選択できます。 

 みなさんの生涯学習やキャリアアップ、資格取得な

どを応援します。 

■2019年10月入学出願受付: 9月 1日～9月20日 

■入学相談時間:月曜日、祝日を除く10:00～17:00 

インターネットから「放送大学」を検索。 

電話でのお問い合わせは、放送大学山口学習センターまで 

                 （☎083-928-2501） 
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 大内っ子の皆さんは、暑い夏を元気いっぱいに過ご

されていることでしょう。 

 さて、来る9月21日（土）に、大内南小学校と大内小

学校で運動会が開催されます。 

 楽しい種目がたくさん予定されていますが、その中

で、来年度（令和2年度）入学予定のお子さんによる

「かけっこ」を行います。 

 小学校の広い運動場を友だちと力一杯走ってみ

ませんか。みなさんの参加を心よりお待ちしてお

ります。 

 ◆問合先 大内小学校  ℡927-0011 

      大内南小学校 ℡927-7373 

  

 

【実施予定時刻】大内小学校   午前10時00分頃 

        大内南小学校  午前 9時50分頃 

        ※雨天の場合は順延となります。 

 大内地域交流センター大集会場で毎週水・土曜日に活動している、錬心館

空手山口県地区本部に所属する皆さんが、去る8月4日（日）に福岡県で開催

された「第49回少林寺流錬心舘全国空手道選手権大会」に出場し、宮

本大夢さん（小京都在住）が一般男子型試合で3年連続、豊田青空さん

（平井在住）が一般女子型試合、鈴木優斗さん（小郡みらい町在住）

が小学生低学年の部で準優勝という成績を収められました。また、吉

本蒼視さん（上矢田在住）が小学生低学年の部で、山田唯華さん（維

新公園在住）が小学校生高学年の部で、敢闘賞を受賞されました。 

 指導者の山本本部長さんから喜びの言葉をいただきました。「昨年は、3名入賞でしたが、今年は5名入

賞することができ、大変嬉しく思います。これもひとえに、各選手に関わって頂いたすべての皆様に感

謝いたします。選手を代表し、心よりお礼申し上げます。誠にありがとうございました。」  

 8月8日（木）13時～「夏休みものづくり講座 ポンポン船をつくろう」を開

催しました。 

 当日は、山口県技術士会青年部の方6名を講師にお迎えし、計35名の親子に

ご参加いただきました。 

 まず初めに、なぜポンポン船が動くのか、その原理などの講義を聞いたあ

と、船つくりの工作をしました。 

 発泡スチロールでそれぞれ好きな形の船を作り、船にお絵かきをしたり、自

分の似顔絵を描いた旗を付けたりして楽しみました。中には、発泡スチロール

を切り貼りして豪華な船を作る子どももいました。 

 船を作り終えたら、最後にアルミ管とろうそくで作ったエンジンを付け、水

の上に浮かばせてから運転開始！ 

 科学の力を使って進む「ポンポン船」に、子ども達は驚き、楽しんでいまし

た。 

 ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。 
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 大内地域交流センター（10:20～11:00） 

    11・25日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

 4日 水 民児協定例会（包括）  9:30～  18日 水 パソコン講座 10:00～  

 7日    土  
子どもいご教室 13:00～  

21日     土  
子どもいご教室 13:00～  

大内中学校体育祭  8:30～ 大内中学校 大内小・南小運動会  8:30～ 各小学校 

 8日   日  山口市民体育大会  8:30～  24日 火 
スローピッチソフト

ボール抽選会 
19:00～  

10日 火 母子相談 10:00～  25日 水 子ども手芸教室 15:30～  

11日 水 パソコン講座 10:00～  29日 日 
スローピッチソフト

ボール大会 
 8:30～  

12･

13日 
木

金 
ブックスタート 10:00～  30日 月 健康体育祭抽選会 19:00～  

ジュニア空想科学読本⑦ 
柳田 理科雄 

藤嶋 マル 

50歳を過ぎても体脂肪率10％の名医が

教える内臓脂肪を落とす最強メソッド 
池谷 敏郎 

もう一度花咲かせよう「定年後」を楽

しく生きるために 
残間 里江子 

「集中できる子」が育つモンテッソー

リの紙遊び 
百枝 義雄 

伊藤まさこの器えらび 伊藤 まさこ 

ねえねえパンダちゃん 西村 敏雄 

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 

ひと 小野寺 史宣 

・ 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。 

 7月7日（日）に、鋳銭司の県消防学校グラウンドで

市内消防団33分団が参加し、消防操法大会が開催され

ました。 

 大会では、5人が1チームとなり、消火活動用のポン

プで水をくみあげ、ホースを延長し、約60ｍ先の火点

（標的）に放水する、その動きのスピードと正確さを競

い合いました。山口市消防団東部方面隊大内分団も出場

し、日頃の訓練の成果を十分に発揮されました。 

 この日に向けて、夜遅くまで熱心に訓練された出場選

手の皆さん、また、選手をサポートされた皆さん、たい

へんお疲れさまでした。 

出場選手は以下の方々です。 

 指揮者 笹原 正樹 １番員 植田 雅也 

 ２番員 平山 誠人 ３番員 安田 健司 

 補助員 尾崎 恵子 


