
 

★日 時 ：10月12日（土）・26日（土） 

 両日とも 10：00～12：00 

★場 所 ：大内地域交流センター 

       （土曜日の教室は2階講堂になります） 

★定 員 ：15名（先着順） 

★ ：1,500円（2回分、テキスト代含む）  

※初回受講時に徴収します 

★ ：パソコン持参のこと（パソコン貸出可） 

★申 込 ：大内地域交流センター ☎927-0473  

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１９年９月１５日号 

 恒例の「大内っ子まもる日」を以下のとおり開催します。子ど

も達と一緒に下校し、登下校の安全への意識を高めましょう。 

 ●大内小学校  9/25（水） 14:35～ 14:55 

 ●大内南小学校 10/9（水） 14:35～ 14:55 

 ◆場 所 各運動場（雨天の場合は体育館） 

 ◆内 容 ・「大内っ子まもり隊」の紹介・あいさつ 

      ・児童の言葉 

 ◆問合先 「大内っ子まもり隊の会」事務局  

       ℡ 050-1265-7063（大内地域交流センター内） 
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セルを使って計算する  

セルやワークシートの操作を覚える 

表を見映え良くする  

Exce lの便利な小技  



２０１９年９月１５日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

★グラウンド・ゴルフ 

 優 勝 佐山 374打 

 準優勝 阿東 384打 

 ３ 位 湯田 386打 

 

 １２位 大内 404打 

Ａブロック総合優勝 大内 準優勝 吉敷 ３位 阿知須 

Ａブロック優勝  大内 

        準優勝  吉敷 

優 勝  佐山 

準優勝  阿東 

３ 位  湯田 

★陸上・レクスポ 

 優 勝 大内  50点 

 準優勝 吉敷  49点 

 ３ 位 阿知須 33点 

Ｂブロック優勝 小鯖  

       準優勝 大内  

         ３位 佐山 

Ａブロック優勝  大内 

        準優勝  平川 

★卓球 予選リーグ 

 大内 5‐0 阿東 

 大内 5‐0 秋穂二島 

決勝トーナメント 

 １回戦 大内 3‐1 名田島 

 準決勝 大内 3‐2 大殿 

 決 勝 大内 1‐3 小鯖 

玉入れ（１位）  

百足（男子）（１位） 迷走リレー（３位）  百足（女子）（３位）  

地域対抗リレー（７位）  

グラウンド・ゴルフ 12位 

～ 

Bブロック準優勝 

ロープジャンピング１０ ２２回（３位）  

二人三脚リレー （１位） 

★ソフトボール 

 １回戦 大内  14‐3 白石 

 準決勝 大内  11‐1  大歳 

 決 勝 大内 7—3 吉敷 

★バレーボール 

 １回戦 大内 2‐0 小鯖 

 準決勝 大内 2‐0 吉敷 

 決 勝 大内 2‐0 平川 



２０１９年９月１５日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 今年もミニうんどうかいを行います。お友達といっしょに楽しい時間を

過ごしませんか。 

 ◆日 時  10月9日（水）10:30～（10:15までに集合） 

 ◆場 所  大内地域交流センター 大集会場 

 ◆対 象  未就園児とその家族（先着30組） 

 ◆持参物  タオル、飲み物、室内シューズ（大人） 

       ※当日は、動きやすい服装でお越しください。 

 ◆申込先  大内地域交流センター ℡ 927-0473 

       9月17日（火）8：30受付開始（9月27日（金）締切） 

 ◆主 催  子育てサロン大きくなぁれ、山口市母子保健推進協議会 

 

 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、大内地域交流センターで開催しています。 

 今回、開催時にお手伝いをしていただくボランティアの方を募集します。ボランティアの活動内容は、ブッ

クスタートについての資料の説明等です。 

 ブックスタートボランティアをやってみたいと思われる方は、まずは、下記の「ブックスタート養成講座」

の受講をお願いします。 

 地域みんなで子育てを応援しましょう！ 

 〇日 時  令和元年10月25日（金）14時～16時 

 〇場 所  山口情報芸術センター 多目的室（2階） 

 〇内 容  ブックスタートボランティア養成講座 

       （１）講演 「こどもの心の畑に種をまこう～言葉の力は生きる力～」 

          講師 原田 洋子氏（すこやか秋穂っ子プロジェクト代表） 

       （２）山口市ブックスタートについての説明 

 〇   電話、FAX、又はEメールで、郵便番号、住所、氏名、電話番号を明示の上、10月7日（月） 

       までに、山口市立中央図書館へ申し込みください。 

 〇問合せ  山口市立中央図書館 

       TEL:083-901-1040 FAX:083-901-1144 Eメール:toshokan@city.yamaguchi.lg.jp 

 ◆日 時 10月8日（火）10時～13時 

 ◆場 所 大内地域交流センター 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 未就園児の親子（親のみでも参加可） 

 ◆定 員 10組 

 ◆参加費 無料 

 ◆持参物 エプロン、三角巾、手ふきタオル 

 ◆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 

申込み方法 

9/17～9/24の期間に大内地域交流 

センター（☎083-927-0473）へ 

※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。 
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 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

ダーウィンが来た！いきものク

イズブック 進化のふしぎ編 

ＮＨＫ「ダーウィンが来

た！」番組スタッフ 

ジュニア空想科学読本⑧ 
柳田 理科雄 

藤嶋 マル 

素顔の美智子さま 11人が語る

知られざるエピソード 
つげ のり子 

１分で決まる！志麻さんの献立

の作り方 
志麻 

人生は美しいことだけ覚えてい

ればいい 
佐藤 愛子 

パンダかぞえたいそう いりやま さとし 

たべものやさんしりとりたいか

いかいさいします 
シゲタ サヤカ 

むれ ひろた あきら 

・ 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。 

 地域の方をはじめ、日頃お世話になっている全ての方へ、感謝の気持ちを込めて

演奏します。クラシックからJ-POPまで、様々なジャンルの曲を用意しております。 

 どうぞ足をお運びいただき、お楽しみください。 

＜曲目＞ 

大草原の歌 

ライオンキング 

男の勲章 

世界はあなたに笑いかけている  ほか 

☆日 時 令和元年9月22日（日） 13：00開場 13：30開演 

☆会 場 山口市民会館 大ホール 

☆入場料 無料（全席自由） 

☆主 催 山口市立大内中学校吹奏楽部 

     山口市立大内中学校吹奏楽部保護者会 

☆後 援 山口市教育委員会 大内中学校PTA 大内中学校同窓会 

☆問合先 大内中学校 927-0024  

 近年、犬などのペットの飼い方やマナーについて多くの苦情や相談が寄せられています。犬のフンが道路や敷

地内に放置されたり、脱走やリードなしでの散歩で困っている方もいらっしゃいます。きれいで安心安全な地域

環境を維持するために、ペットの飼い方について、モラルある行動をお願いします。 

〇犬について 

 ・放し飼いは絶対にやめましょう ・フンは必ず持ち帰り、適切に処理しましょう 

〇猫について 

 ・屋内飼養に努めましょう ・無責任なエサやりはやめましょう 


