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 1月12日（日）に山口市民会館で行われた成人

式の写真ができましたので右記のとおり配布い

たします。 

 写真の申し込みをされた方は大内地域交流セ

ンターに受取りに来てください。 

◆配布期限 3月31日（火） 

◆配布時間 8：30～17：15(土日祝日以外) 

◆配布場所 大内地域交流センター 

 ※領収書をご持参ください。 

 ※代理の方が取りに来られても結構です。  
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 私たちの住む郷土大内の歴史を学んでみませんか。 

 この度は、大内に石碑が存在する「脱隊騒動」について、

講演会を開催します。 

 ぜひ、ご来場ください。 

◆日 時 3月22日（日） 開場 13:00  講演 13:30～ 

◆会 場 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆講 師 池田 勇太氏（山口大学人文学部 准教授） 

◆申込先 大内地域交流センター（TEL 083-927-0473） 

◆定 員 50名  

◆主 催 大内地域交流センター ◆後 援 

講演会開催 

脱隊騒動とは… 

 戊辰戦争後に起こった兵士らの反乱事件。 

 明治2年（1869）、山口藩では奇兵隊などの諸隊を

解散して常備軍を精選しようとしました。 

 これに不平を抱いた約1,800名の兵士は、12月、山

口を脱走して宮市（防府市）に集結し、翌明治3年

正月には、山口を占領するに至りました。 

 しかし、包囲の中を脱した木戸孝允が常備軍や支

藩軍を動かし、激戦の末に鎮圧します。 

 厳しい処罰が行われましたが、藩外に逃亡した脱

隊兵らによる問題は、その後も続きました。 

  ～チエ先生に教えていただきながら、産後のからだをリフレッシュします～ 

 ◆日 時  3月9日（月）10：00～11：30 

 ◆場 所  大内地域交流センター 2階 講堂 

 ◆対 象  乳幼児をもつ保護者 15人程度 

 ◆内 容  産後でゆるみがちな骨盤まわりをひきしめます。 

 ◆講 師  宮村チエコ先生 

 ◆持参物  ヨガマット（バスタオルでも可）、フェイスタオル、水分補給用の飲み物 

 ◆申込先  大内地域交流センター（☎083-927-0473）  

 ◆その他  ・申込の際、お子さまの年齢（月齢）をお知らせください。 

       ・動きやすい服装で参加してください。 

       ・お母さんから離れられるお子さまは、同じ部屋で託児をします。 

 ◆主 催  山口市母子保健推進協議会 大内地区 

 大内地区には、自治会単位で16カ所の単位老人クラブがあり

ます。おおむね60歳以上で構成された約900名の会員が『健康』

『友愛』『奉仕』をスローガンに、「仲間づくり」「健康づくり・

介護予防」「地域づくり」「諸団体との協働・連携」を目的と

し、様々な活動を行っています。 

 高齢者の皆さん、様々な活動を通して「人との輪を作り、楽

しく、笑顔あふれる、豊かな毎日」を一緒に過ごしましょう！ 

 これまで、こういった組織・団体に入って活動したことがな

い方も、気軽に無理のない範囲で参加してみませんか？ 

 一人でも多くの高齢者パワーを存分に発揮して、地域を元気

に、活発にしていきましょう！ 

 入会に関すること等、ご遠慮なくお問い合わせください。 

■お問合せ先：大内地区老人クラブ連合会 会長 山田 

               （☎083-925-0352） 

 8月に台風の為中止に

なったものです。 

 ご参加お待ちしてお

ります。 
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 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

を無料で贈呈し、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」を開催しています。 

 ぜひご参加ください。 

 ◆日 時 3月12日（木）、3月13日（金） 

      両日とも10：00～12：00 

 ◆場 所 大内地域交流センター 2階 和室 

 ◆対 象 令和元年7月1日から令和元年9月30日の間に 

      生まれた乳児とその保護者 

       ・受付随時、所要時間は15分程度。 

       ・対象者にはハガキでご案内いたします。 

 ◆問合先 山口市立中央図書館（TEL 083-901-1040） 

月 日 講座内容 講師等 

2020年 

4月 9日 

開講式／オリンピック・パラリンピック教育 

             山口県の取り組み 

山口県教育庁学校安全体育課 

 指導主事 田中 大輔    ※時間延長あり 

5月 7日 憲法 成年年齢を考える 山口学芸大学 教育学部長 教授 香川 智弘 

6月11日 経済 変わりゆく年金ー今そしてこれから 山口大学 経済学部 教授 仲間 瑞樹 

7月 9日 いのち いのちをうたうⅡ 法界寺 住職 辻田 昌次 

8月 6日 歴史 いくさ爺と呼ばれた男 ー村田清風ー 毛利博物館 顧問 小山 良昌 

9月10日 
選挙 世の中を元気にするために 

       自分に何ができるか？ 
山口大学 国際総合科学部 教授 小川 仁志 

10月 8日 公開講座 ハヤブサ２と太陽系 防府市青少年科学館ソラール 館長 松本 浩 

11月12日 視察研修（下松市） ※１日研修 

12月10日 男女共同参画 育児・介護休暇の現状と課題 山口県立大学 名誉教授 赤羽 潔 

2021年 

1月14日 
山口市政 地域おこし協力隊について 

山口市定住促進課職員 

山口市地域おこし協力隊員 

2月18日 時事問題 地球温暖化と環境問題の解決について 温暖化とめるっちゃネットワークやまぐち 会員 

3月11日 閉講式／学びを活かすために 山口シティカレッジ運営委員  ※時間延長あり 

 「山口シティカレッジ」で、政治・経済・文化等の幅広い分野の課題や地域課題を学び、地域社会やグ

ループ・団体で活躍しませんか。 

 ◆日   時  2020年4月～2021年3月までの下記日程を予定 10：00～12：00 

         ※開催日時については、講師の都合により変更する場合があります 

 ◆場   所  山口市男女共同参画センター（ゆめぽぽら） 第1講座室 

        （〒753-0074 山口市中央2丁目5-1 市民会館事務所2階） 

 ◆対象・定員  市内在住・在勤の方 先着50名（ただし初受講者を優先） 

 ◆受 講 料  年間3,000円（開講時にご持参ください） 

 ◆申込み方法  ハガキ、FAX、Eメールのいずれかでの方法で申し込み 

         住所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・受講歴（あり・なし）を明記 

         受講生には、3月末までに受講証をもって通知に代えます 

 ◆申込み先   〒753-0074 山口市中央五丁目14-22 山口市教育委員会社会教育課 

      （TEL 083-934-2865 FAX 083-934-2661 E-mail s-kyoiku@city.yamaguchi.lg.jp） 

 ◆申込み締切   3月6日（金）当日消印有効 
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鬼滅の刃 １ 吾峠 呼世晴 

司馬遼太郎と明治 週刊朝日ＭＯＯＫ 

ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ 

カザアナ 森 絵都 

笑え、シャイロック 中山 七里 

食育で育む伸び力 食育ずかん 朝日学生新聞社 

・ 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。 

ー大内桜周辺の環境整備－  

大内まちづくり協議会 

http://www.ohuchi-machizukuri.com/ 

【発行・編集】 

 大内地域交流センター 

大内地域交流センター（地域担当） TEL･FAX 083-927-0473 

          （行政窓口） TEL 083-927-0301 

大内まちづくり協議会事務局    TEL 050-1265-7063 

≪住所：〒753-0221 山口市大内矢田北一丁目10番11号≫ 

 歴史ある大内畑の大内桜周辺を整備し、地域の自然環境を守り、地域の文化を未来へ伝える

ことを会の目的として2017年9月に大内桜の会を発足しました。 

 昨年度は、3月2日に山口市緑化推進協会の協力により、サツキツツジ30本を植栽しました。 

 なお、大内桜周辺の環境整備には、大内まちづくり協議会の里山河川ふれあい事業の助成金

もいただいていることを申し添えます。  

 今年度は、来る3月1日（日）に大内桜周辺の草刈りおよび清掃活動を行いますので、皆様、

ぜひご参加ください。 

◆日 時 3月1日(日) 10:00～12:00 

◆場 所 山口市大内御堀4659番地（大内畑） 

◆内 容 大内桜周辺の環境整備（スコップ・鎌要） 

     （当日は、お茶と弁当を支給します） 

◆申込先 080-1912-3357（藤井） 

     090-4146-0977（安部）※2月25日(火)締切 

 健康状態や筋力、筋肉の協調運動や柔軟性の向上に効果的と知られている太極拳を学んでみませんか？この機会

にぜひ、健康づくり、体力づくりに励みましょう！ 

■日 時 3月13日（金）10:00～11:30 

■場 所 仁保地域交流センター 1階 仁保ホール 

■講 師 日本武術太極拳連盟公認 Ｂ級指導員 下川 美富 氏 

■対 象 大内地域に在住の方 先着10名（動きやすい服装でお越し下さい。）  

■申 込 3月6日（金）までに大内地域交流センター ☎927-0473 

おひとり様、 

ママさん大歓迎！！ 


