
伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０２０年４月１５日号 

種  目 日   時 会   場 世 話 人 

グラウンド・ゴルフ リフレッシュパーク 

第２グラウンド  

杉山 茂 （℡928-8121） 5月21日（木） 8時～12時 

（予備日 5月22日（金））  ペタンク 案野 隆司（℡927-2654） 

ゲートボール 5月23日（土） 8時～12時 氷上児童公園 小谷 潔 （℡927-0440） 

 この大会は大内在住の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。地区の老人クラブに入会されていない人も参加できます。初心者も歓迎します。各種目の道具

は競技団体で準備しています。参加者全員に参加賞があり、賞品もたくさん準備して待っています。  

※参加希望者は5月8日（金）までに各地区の老人クラブ会長へお申し込みください。老人クラブのない地区

の方は、各競技世話人に直接ご連絡ください。 

●母子保健推進員（母
ぼ

推
すい

さん）のご紹介 
 

 山口市の委嘱を受け、保護者の皆さんと乳幼児の健康を支えるために市保健師と

のパイプ役として活動しています。 

 妊婦さんやお子さんのおられるご家庭に家庭訪問をしますので、妊娠や育児に 

関する心配ごとなど、お気軽にご相談ください。 

 母子相談や1歳6か月・3歳児健康診査の補助、大内地域交流センターでの楽しい

育児学級も開催しています。 

  ○大内地域 母子保健推進委員 

   浅井 早苗・小林 尚美・牧尾 由加里・徳永 三津子・長瀬 悦子・松原 瑞枝・山本 佐登美・ 

   町田 みちよ・松田 朱美・寺田 昌子・田中 弘美・案野 芳子 

●育児相談のご案内 

 山口市では、子育てやお母さんの健康についての相談を行っています。 

 母乳やミルクのこと、お子さんの成長・発達について、お子さんと出かける場所やサークルの情報

が欲しいなど、ご心配なことや知りたいこと、計測だけでも結構ですので、お友達づくりもかねてお

気軽にご利用ください♪予約は必要ありません。 

日程：５/１２・７/７（歯科相談を併設）・９/８・１１/１７ 

   １/１２（歯科相談を併設）・３/９  全て火曜日 

受付：１０時から１１時 （予約不要） 

会場：大内地域交流センター２階 和室 

  ＊問い合わせ 山口市子育て保健課  TEL：（083）921-7085 

地
区
旗 
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団  体  名 使用日 使用施設 

大内スポ少 

４年サッカー 
毎週月・水・金 

大内小 

グラウンド 

大内スポ少 

５年サッカー 
毎週火・金・土 

大内小 

グラウンド 

大内スポ少 

６年サッカー 
毎週火・木・土 

大内小 

グラウンド 

大内スポ少 

ソフトボール部 
毎週水・金・土 

大内南小 

グラウンド 

大内スポ少 

女子サッカー 
毎週月・火・木 

大内南小 

グラウンド 

大内ミニバス女子 毎週火・木・金 
大内小・南小 

体育館 

大内ミニバス男子 毎週火・木・土 
大内小・南小 

体育館 

大内バレーボールスポ少 毎週月・水・土 大内南小体育館 

大内ジュニアバレー 

ボールクラブ（女子） 
毎週月・水・金 

大内小・南小 

体育館 

大内男子ジュニア 

バレーボールクラブ 
毎週月・金 大内小体育館 

大内剣友会 

（スポ少剣道） 
毎週火・土 大内南小体育館 

山口ＪＶＣ 

（スポ少男子バレー） 
毎週月・水・土 大内小体育館 

ＰＩＥＣＥ☆Ｊ．Ｖ．Ｃ 

（スポ少女子バレー） 
毎週土曜日 大内小体育館 

ＦＣドリームス 

（サッカー） 
毎週月曜日 大内小ナイター 

Ｊｏｋｅｒ 

（ソフトバレー） 
毎週水・土 

大内中・大内小

体育館 

Ｑクラブ 

（バレーボール） 
毎週土曜日 大内小体育館 

アクア 

（バレーボール） 
毎週火曜日 大内小体育館 

スマッシュブラザーズ 

（バドミントン） 
毎週日曜日 大内小体育館 

大内クラブ 

（バレーボール） 
毎週火・金 大内小体育館 

大内シニア 

（ソフトボール） 

毎週土曜日 

第３日曜日 

大内南小 

グラウンド 

団  体  名 使用日 使用施設 

大内卓球同好会 毎週木曜日 大内小体育館 

大内バドミントン 

クラブ 
毎週月曜日 大内小体育館 

グラウンドゴルフ 

大内クラブ 
毎週日曜日 

大内小 

グラウンド 

西京倶楽部 

（男子バレー） 
毎週木・土 大内中体育館 

ユカイクラブ 

（バドミントン） 
毎週金曜日 大内南小体育館 

長州よさこい連 

崋劉眞（カルマ） 
毎週月・木 大内南小体育館 

でこぼこフレンズ 

（ソフトバレー） 
毎週月曜日 大内中体育館 

はねつきクラブ 

（バドミントン） 
毎週水曜日 大内小体育館 

盛華倶楽部 

（ソフトバレー） 
毎週金曜日 大内小体育館 

宮の馬場スポーツ 

愛好会 
毎週水曜日 大内中体育館 

森安の会 

（インディアカ） 
毎週日曜日 大内中体育館 

山口クラブ 

（バスケットボール） 
毎週月・木 大内中体育館 

山口ベアーズ 

（バスケットボール） 
毎週土曜日 大内中体育館 

山口ソレイユ 

（ソフトボール） 
毎週土曜日 

大内南小 

グラウンド 

山口バレーボール 

クラブ 
毎週木曜日 大内南小体育館 

山口クラブ（男子） 

（バスケットボール） 
毎週金曜日 大内中体育館 

ＫＩＲＡＲＡ♡ＶＢＣ 

（スポ少女子バレー） 
毎週月・水 大内小体育館 

すきゃみ 

（バドミントン） 
毎週金曜日 大内中体育館 

子どもバドミントン 

クラブ 
毎週月・金 

大内小・南小 

体育館 

県庁山口地区 

バレーボールクラブ 
第2・4火曜日 大内中体育館 



２０２０年４月１５日号 

 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

鬼滅の刃 ６ 吾峠 呼世晴 

鬼滅の刃 ７ 吾峠 呼世晴 

さかながはねて 森 あさ子 

東大松丸式名探偵コナン 

ナゾトキ探偵団 
青山 剛昌 

インタビューズ 堂場 瞬一 

わが殿 上 畠中 恵 

・ 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。 

4月 1日付人事異動により、大内地域交流センターの職員が異動となりました。 

 〇行政担当 主査 岡 健一 
  地域の皆様大変お世話になりました。今後の大内地域の更なる発展を願っています。 

    4月より、大内地域交流センターでお世話になることになりました。 

    豊かな自然に恵まれた、歴史あるこの大内で皆様のお役に立てるよう努力いたします。    

    どうぞよろしくお願いいたします。 
                   ○行政担当 副主幹 石川 浩二 主査 山根 優子 

 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！】 

 体を動かすのが大好き、興味のある子♪運動は苦手

だけどやってみたいな～って子も大歓迎！まず、体験

または見学をしてみませんか？ 

 お仕事やご兄弟がいて時間が取れない・・・という

お母さんも、心配事や不安なことがあれば、ご質問、

ご相談ください。 

 今すぐ、ご連絡お待ちしてます！！ 

          ＰＩＥＣＥ☆ＪＶＣ 

           担当：原田 090-7542-691 1 

練習日時 

土曜日：大内小学校 9:00～13:00 

水曜日：湯田小学校 17:00～19: 15 

金曜日：白石小学校 17:00～19: 15 

※練習場所の変更がある場合があります 

 事前にご連絡ください。 


