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２０２０年４月１日号 

人口 ２３,１８４ 人 男性 １１,１２６ 人

世帯 １０,０４３ 世帯 女性 １２,０５８ 人

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 

 令和2年度のパソコン講座の予定をお知らせします。 

 今年度は新たに初心者スマホ講座を開催するほか、ワードやエクセルの定番の内容や画像・動画処理

などが学べます。各テーマごとに講座の開催時期が近づいたら、「おおうちだより」に受講者募集の案内

が掲載されますので、興味のある方は是非お申し込みください。 

開催月 ジャンル テーマ 内容 

4月 デジカメ 写真補正と動画 簡単な写真補正と、写真を使った音楽入りの動画を作成。 

6月 スマホ 簡単な操作と機能の学習 スマホの便利な使い方を機能を説明しながら習得。 

7月 PC全般 パソコンの操作 
パソコン内の整理とWindowsの便利機能と使い方、セキュリティ

などを学ぶ。 

9月 スマホ 簡単な操作と機能の学習 スマホの便利な使い方を機能を説明しながら習得。 

10月 写真撮影 写真の撮影講座 地域交流センター内外で写真を撮りながら、写真について勉強。 

1 1月  ワード 年賀状 ワードで独自の年賀状を作成する。 

1月 PC全般 Windowsの操作 
パソコンの構造（ハード、ソフトの両面）を学んで、トラブル対

処法も身につける。パソコンの悩み事相談も受け付けます。 

2月 エクセル 家計簿表計算 簡単な収支計算で、エクセルを使いこなす。 

 令和２年４月１９日（日）に開催を予定しておりました

「第４２回大内まつり」は、新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、中止することといたしました。 

 昨年11月の実行委員会事務局の立ち上げから、各参加・出

店団体の皆さんとともに準備を進めてまいりましたが、新型

コロナウイルスに伴う感染症が全国的な広がりを見せており

ます中、地域の方々の安全、安心に配慮し、感染拡大防止を

考慮して決定をいたしました。 

 楽しみにしてくださっていた皆様には、大変残念ではございます

が、来年（令和３年）には必ず復活開催することを目指してまいる 

所存です。 

 今後とも、皆さんのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

                     大内まつり実行委員会 
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★日時：4月11日（土）・25日（土） 

      両日とも 10：00～12：00 

★場所：大内地域交流センター 2階講堂 

★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  

写真の補正と音楽入り動画を作ってみよう 

スマホやカメラから写真を取り込み 

Windowsの標準アプリ「フォト」を 

使って簡単な写真補正と、写真を使った 

音楽入りの動画を作成します。 

トリミングして桜を大きくした 

ヨガとは… 

 呼吸、姿勢、瞑想を組み合わせることで、心身の緊張をほぐし、心の安定とやすらぎを得ることができるとされて

います。また、身体のゆがみやくせを直したり、自然治癒力を高めたりするのに効果的と言われています。 

 筋力がなく運動が苦手な方、肩こりやむくみが気になる方などにおすすめの運動です。 

時 間 日にち （予定） 

偶数月 第４火曜日 ４/２８,６/２３,８/２５,１０/２７,１２/２２,２/２３ １０:３０～１１:３０ 

奇数月 第４水曜日 ５/２７,７/２２,９/２３,１１/２５,１/２７,３/２４ １９:３０～２０:３０ 

お申込み方法 

 毎月月初から第３週目火曜日までに電話で

大内地域交流センターへお申込みください。 

 ※毎月のお申込みが必要です。定員になり

次第、各回の申込みを締め切ります。 

 毎年４月に開催しておりました、「アユの放流」は中止となりました。楽しみにしてくださっていた皆様に

は、大変残念ではございますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 
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サークル名 曜日 時間 サークル名 曜日 時間

２５日会 毎月２５日 19:00～21:30
糸東空手道スポーツ
少年団・古武道

毎週日曜日  9:00～14:00

３Ｂ体操（火曜コース） 毎週火曜日 19:30～21:00 みんなで社交ダンス 毎週火曜日  9:00～13:00

３Ｂ体操（木曜コース） 毎週木曜日  9:00～12:10
新日本婦人の会
(大内班)

第３土曜日 10:00～12:00

親子３Ｂ 毎週木曜日  9:00～12:30 真味の会 第３火曜日  9:30～12:30

３Ｂスマイルキッズ 毎週水曜日 15:00～17:30 日本習字
毎週土曜日
第１・３土曜日

13:00～15:00
19:00～21:00

笑顔会 毎週火曜日 13:00～16:00 音夢 毎週火・土曜日 13:00～17:00

さくらさく学習会 毎週土曜日  9:00～13:00 ハウオリ・フラ大内 毎週金曜日  9:30～12:00

大内あすなろ会
偶数月
第２月曜日

 9:30～11:30 ふしぎな花倶楽部
第３土曜日
第４木曜日

 9:30～16:30

大内紀月会民踊・
新舞踊教室

毎週木曜日 13:00～17:00 ふまねっと大内 第１木曜日  9:00～12:00

大内きららの会 第２・４土曜日 13:00～16:00 Ｐｒｉｍｏ　リトミック 第１・３水曜日  9:30～12:30

大内高齢者囲碁同好会 毎週水・金曜日 13:00～17:00
ふれあいいきいきサロン
新矢田

第３月曜日 12:00～17:00

大内史談会 第３木曜日 18:30～21:00 防長岳風会 吟道研究会 第２日曜日  9:30～11:30

大内社交ダンスクラブ 毎週木曜日 19:00～22:00 防長岳風会 御堀支部 第２・４土曜日 13:00～16:00

大内吹奏楽団
”あ～べんと”

毎週土曜日 18:00～22:00 墨風会　山口 第２月曜日  9:00～12:30

大内卓球クラブ
毎週月・火・木・
金曜日

 9:00～11:30
13:00～15:30

墨花会 第２・４火曜日  9:00～12:00

大内地区老人クラブ連合会
モチーフつなぎ

第１日曜日  9:00～12:00 山口盆栽同好会 第２土曜日  9:00～12:00

大内フォークダンス
サークル

毎週水曜日  9:00～12:00 ユカリカラオケ教室 第１・３火曜日 13:00～16:00

大内ラージ卓球クラブ 毎週水曜日 13:00～15:30
夢工房「喜喜」
花グループ

毎週水曜日 10:00～12:00

大内レクリエーション
ダンス同好会

第1.・３・４木曜日 13:00～16:00 錬心舘空手
第１～４水曜日
第１～４土曜日

17:00～21:00

岳誠流　日本吟道
山口岳誠会

毎週金曜日 13:00～15:30 朗読劇やまぐち 第１・３月曜日 13:00～16:30

型染遊禅染色教室 第１・３月曜日  9:30～16:30
山口市食生活改善推進協
議会　山口支部大内地区

第１火曜日  9:00～13:00

玄游会　彩月書道教室
第１～４火曜日
第１～４土曜日

15:00～19:00(火)
 9:00～12:00(土)

山口市母子保健推進協議
会　大内地区

第２火曜日  9:30～13:00

こうる・ソアーヴェ
第２・４金曜日
第１・３・５土曜日

19:00～22:00(金)
 9:00～13:00(土)

大内地区社会福祉協議会
第２・３木曜日
７・８月を除く

 8:15～13:00

子育てサロン　大きくなあれ 第２水曜日  9:30～12:00
大内地区民生委員児童委
員協議会

第１水曜日  9:00～13:00

琴同好会
第１・３火曜日
第２・４火曜日

13:00～17:00

17:00～21:00
大内地区福祉員協議会

偶数月10日
（休日の場合は
直前の金曜日）

13:00～16:00

健康体操　ひまわり会 毎週金曜日 10:00～11:30
大内地区子ども会育成
連絡協議会

主に土・日曜日
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大内地域交流センター（ 10 :50～ 1 1 : 30） 

    1・ 15・29日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

 4日   土 
子ども会新旧役員会 19:00～  13日 月 大内老連総会 9:30～  

子どもいご講座 13:00～  16日 木 狂犬病予防注射 13:20～  

 6日   月 
絵本のおはなし会 10:30～  18日 土 子どもいご講座 13:00～  

大内体育協会総会 19:00～  

25日  土 
パソコン講座 10:00～  

8日 水 
民児協定例会 

（包括） 
9:30～  子ども会役員会 19:00～  

10日 金 福祉員定例会 13:00～  26日 日 大内みんな元気食堂 11:30～  

11日 土 パソコン講座 10:00～  28日 火 ヨガ教室 10:30～  

鬼滅の刃 ４ 吾峠 呼世晴 

鬼滅の刃 ５ 吾峠 呼世晴 

ねむねむごろん たなか しん 

猫君 畠中 恵 

博学王13 1/2のびっくり大図鑑 DK社 

こんな時英語でなんて言う？ デイビッド・セイン 

・ 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。 

 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≫ 
【カラー版おおうちだよりが見れます！】 

 ３月５日より停止中の、地域交流センター貸館と学校体育施設開放について、以下のとおり再開します。 

○地域交流センター 

 ３月２７日（金）から再開 ※当初の３月３１日（火）までから変更 

○学校体育施設 

 ３月２７日（金）から再開 

★施設を利用する際は、各自において、しっかりとした感染症予防（手洗い、咳エチケットなど）を徹底して 

 ください。また、風邪症状のある方は、施設の利用を控えていただくようお願いします。 


