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 子どもたちが大好きなクリスマス。みんなで楽しい時間を過ごしましょう‼ 

 今年もサンタさんが来てくれるといいな♪ 

◆日 時 12月 10日（火） 10 :00～ 1時間程度 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆対 象 乳幼児とその保護者 30組程度 

◆内 容 ミニコンサート、楽しい工作 など 

◆申 込 大内地域交流センター ℡083-927-0473 （ 1 1月 18日（月）8:30～ 受付開始） 

     ※申込時にお子様の年齢（月齢）をお知らせ下さい。 

◆主 催 山口市母子保健推進協議会大内地区 

 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。ここ「ブルーベリーの里」大内において、地域の皆様もこの機会にブルーベリーのある

生活を楽しんでみませんか？１０年以上の栽培経験のある当部会員が丁寧に栽培方法をお教えします。  

 ◆日 時 12月11日（水）10:00～ 2時間程度 

 ◆場 所 大内地域交流センター 1階 研修室 

 ◆対 象 ブルーベリー栽培に関心のある方（初心者大歓迎） 

      ブルーベリー栽培経験者で、より専門的なアドバイスが欲しい方 

 ◆  ２０名程度（先着順） 

 ◆参加費 無料 ※苗を購入される方は別途負担になります。（在庫限り） 

 ◆持ち物 筆記用具、メモ帳 

 ◆主催・お問合せ 

      大内ブルーベリー生産部会 ～大内をブルーベリーの里に～ 

      広報担当 にしくら ☎080-3133-4138 

ブルーベリー栽培のコツを部会員から直接お伝え

致します。栽培初心者・経験者大歓迎です！ 
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 1 1月2日（土）、さわやかな秋晴れのもと、元気いっぱ 

いの大内っ子とその保護者、総勢87名が参加して、大内 

子ども夢クラブ主催、秋の収穫祭が開催されました。  

 6月 13日に大内小学校2年生が植えたサツマイモが、ひと

夏を越し、収穫の時を迎えました。 

 今年の夏は、厳しい暑さが続き、例年より少し小ぶりな

イモが多かったようですが、みんなたくさんのイモを持っ

て帰ることが出来ました。 

 掘ったイモの長さや重さを競う、イモ掘り競争も行わ

れ、子どもたちは、イモに傷がつかないよう、途中で折れ

たりしないように、丁寧に根気強く掘っていました。長さ

の部で第 1位になったイモの長さは26㎝、重さの部で第 1位に

なったイモの重さは417gでした。 

 イモを掘ったあとは、大内子

ども夢クラブ、大内地区青少年

健全育成協議会、大内中学生ボ

ランティアの皆さんに作ってい

ただいた、大内産の野菜や米を

たくさん使った豚汁とおむすび

を皆でおいしくいただきまし

た。 

 ご協力いただきました地域の

皆さん、大内中学校学生ボラン

ティアの皆さんありがとうござ

いました。 
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 絵本の読み聞かせは、親子の絆を深め

ると同時に、想像力・言語力を育むな

ど、子どもの成長に大きく貢献するもの

と言われています。 

 おはなし会では、講師から読み聞かせ

のコツも教わること

ができます！ 

 たくさんの絵本に

囲まれて、ゆっく

り、のんびり過ごし

ませんか。 

◆日 時 12月 16日（月） 10：30～ 12：00 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 和室 

◆対 象 幼・保園児以下のお子様と親 

◆内 容 ・絵本のおはなし会 

     ・工作をしよう ・手あそび 

     ・自由に絵本を読もう 

◆申込み 不要 

◆問合せ 大内地域交流センター 

     ℡  083-927-0473 

◆コース 

大内地域交流センター → 金津治兵衛顕彰碑 

→ 新土手 → 金成山を回り氷上へ →  

佐藤栄作夫妻先祖の墓 → 北村寿夫（児童文

学、笛吹童子）先祖墓 → 上田鳳陽誕生の地 

→ 氷上一里塚跡 → 大内地域交流センター 

★距 離 約5㎞  

★時 間 約3時間 

◆案 内 松前了嗣、佐伯康男 

     （大内史談会会員） 

 今回は矢田を仁保川の洪水から守った、高芝の「金

津治兵衛」と新土手、元総理「佐藤栄作」、笛吹童子

などの作者「北村寿夫」の祖先の墓を訪ねます。 

 当日は動きやすい服装でご参加ください。 

◆日 時 12月14日（土）9:00～（12:00終了予定） 

◆集 合 大内地域交流センター 

◆定 員 30名（参加費無料） 

◆  中学生以上、小学生は保護者同伴で可 

◆主 催 大内まちづくり協議会文化教養部会 

◆申込先 大内まちづくり協議会 

     ℡050-1265-7063（12月10日（火）〆切） 

 「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です。ぜひご参加ください。 

 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。 

 ◆日  時：11月17日（日）11：30～13：00 

 ◆会  費：無料 ※申込不要 

 ◆メニュー：カレーライス ※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。 

 ◆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 ☎070-3777-1187（児玉） 
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 11月11日（月）～15日（金）に、大内・小鯖地域の幼稚

園・保育園・小・中学校が合同であいさつ運動を行いま

す。 

 地域をあげてあいさつ運動を行いますので、ご協力を

お願いします。  

 気持ちの良いあいさ

つの輪を広げていきま

しょう！ 

（大内・小鯖協育ネッ

ト） 

ONE PIECE 94 尾田 栄一郎 

大家さんと僕 これから 矢部 太郎 

明るい不登校 奥地 圭子 

粋と野暮おけら的人生 畠山 健二 

おばけとしょかん 斉藤 洋 

鎌田式「スクワット」と 

        「かかと落とし」 
鎌田 實 

・ 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 令和元年12月14日(土) 10:30～12:00 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 講堂（託児あり） 

※入級申込関係書類は、当日配布しますが、次の場所にも用意します。 

 ・大内地域交流センター 

 ・各学級 

 ・大内地区社会福祉協議会 

◆連絡先 大内地区社会福祉協議会（大内の館） 山口市大内矢田北五丁目8番28号  ℡083-927-7712 

 保護者の就労などにより、放課後、留守家庭児童となる大内地区の小学生を対象に、適切な遊びと生活の

場となる大内地区「放課後児童クラブ」の、令和2年度入級説明会を開催します。 

 金成山を愛する会では、下記日時に金成山の伸びた

雑木の下刈りなどの整備作業を行います。 

 一緒に金成山を整備していただける方のご参加をお

待ちしています。 

 ◆日  時 11月23日（土・祝） 9:00～2時間程度 

 ◆集合場所 育成学校駐車場付近（金成山登山口） 

 ◆作業内容 伸びた雑木の下刈、登山道の整備、 

       その他の作業 

 ※鎌・ノコ等作業に必要な道具をご持参ください。 

  飲物（お茶）を用意いたします。 

大内小学校区  うえき学級・うえき第2学級・うえき第3学級 

大内南小学校区 みなみ学級・みなみ第2学級・みなみ第3学級 


