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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 

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） 
１０月８日（木） 

      ８時～１２時 

（予備日１０月９日（金））  ペタンク 
案野 隆司 

（℡９２７－２６５４） 

ゲートボール 
１０月１０日（土） 

      ８時～１２時 
氷上児童公園 

藤井 綾子 

（℡９２７－０４３６） 

 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。各種目の競技

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

※雨天時は予備日の同時刻で開催します。再延長はありません。 

 参加希望者は９月２４日（木）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。 

 ★日 時：10月10日（土）・24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） 

 ★参加費：1,500円（2回分、テキスト代含む） ※初回受講時に徴収します 

 ★その他：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 

ご自分の写真を補正して,A5サイズのアルバムを作り印刷します。お孫さんの成長、旅行記念、

家族のイベントなどをアルバムにしませんか！！ 

アルバムはワードで作り印刷したアルバムをお持ち帰りいただきます。 



２０２０年９月１５日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 親子でいろいろなゲームを楽しみ、からだを動かしましょう！ 

 ◆日 時  10月14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20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。 

       ※保護者の方はマスクの着用をお願いします。 

       ※検温、消毒はこちらで準備します。 

 ◆申込先  大内地域交流センター ℡ 927-0473 

       9月23日（水）8:30受付開始（10月2日（金）締切） 

 ◆主 催  子育てサロン大きくなぁれ 

 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。 

 ●大内南小学校 10/ 14（水） 13: 15～ 14:35  

 ●大内小学校  10/28（水） 14:25～ 14:45 

 ◆場 所 各運動場 

 ◆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（大内まちづくり協議会） 

 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 10月12日（月） 

              10:30～12:00 

 ◆場 所 大内地域交流センター 

                    2階和室 

 ◆対 象 5歳以下のお子様と親 

 ◆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 

 ◆問合先 大内地域交流センター 

      ℡083-927-0473 

 大人気漫画「鬼滅の刃」のキャラクターを型染で描いてみ

ませんか。申込をお待ちしています。 

 ◆日 時：【第１回】９月２８日（月）１０時～１２時 

      【第２回】１０月１２日（月）１０時～１２時 

 ◆定 員：各５名 

 ◆対 象：１８歳以上の大人の方 

 ◆参加費：各５００円 

 ◆場 所：大内地域交流センター 第２講座室 

 ◆講 師：型染遊禅染色教室（定期利用団体） 

 ◆キャラクター：第１回と第２回で描くキャラクターが異 

         なります。 

         【第１回】炭治郎・禰豆子・しのぶ 

         【第２回】杏寿郎・伊之助・カナヲ 

 ◆申込先：大内地域交流センター ℡083-927-0473 

 ※申込時に、きんちゃく袋かエコバックのどちらかを選択 

 いただき、描くキャラクターを上記の中から１人決めてい 

 ただきます。 
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●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

など行っています。 

 

 

 

 

 

 
 

●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。 

 ※新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用や検温のご協力をお願いいたします。 

日程：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 

氏 名 担当地区 

浅井 早苗 上矢田、茅野神田 

小林 尚美 御堀、御堀団地、御堀ヶ丘、東御堀 

牧尾 由加里 氷上、金成団地 

徳永 三津子 中村、菅内、菅内団地、菅内台、大内畑 

長瀬 悦子 中矢田、新矢田 

松原 瑞枝 宮ノ馬場、長野ＧＴ、長野の一部 

山本 佐登美 小京都ニュータウン、姫山台、問田 

町田 みちよ 殿河内、大道、長野の一部 

松田 朱美 下千坊、姫山団地、宮島町 

寺田 昌子 小野 

田中 弘美 下矢田、上千坊、千坊北 

案野 芳子 高芝 

 山口市は、スマホで簡単に必要な情報を得るためのサービスとして「山口市 

ＬＩＮＥ公式アカウント」を開設しました。友達登録と簡単な受信情報の設定をす

ることで、必要な情報をすぐに得ることができます！ 

①避難所や避難に必要な情報が知りたい 
 ・避難所位置やハザードマップの確認 ・災害時に取るべき行動の確認 など 

②行政手続きに必要な書類や窓口を知りたい 
 ・住民票や戸籍、税に関する各種証明書の取得方法確認 ・マイナンバーカードの申請方法の確認 など 

③ごみの分別方法を知りたい 
 ・ごみの名前をメッセージに入力するだけで、分別品目（燃えるごみ、プラ容器包装等）や捨て方を確認可 

 このほかにも、休日当番医・お医者さん検索やイベント情報等

を確認でき、受信設定をすることで、お住まいの地域の防災情報

やイベント情報、お知らせ等の配信を受け取ることができます。 

         ○お問合せ先：広報広聴課 ☎083-934-2753 

アカウント名：山口市 

ＩＤ：@yamaguchi-city 

左のＱＲコードからも登録可 
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もしものせかい ヨシタケ シンスケ 

ぼくはイエローでホワイトで、 

ちょっとブルー 
ブレディみかこ 

朝１０分でできるスープ弁当 有賀 薫 

いつ死んでも後悔しない！ 

かしこい「生前贈与」 
渡辺 由紀子 

にぎりっ娘。のはじめての 

子どもべんとう 
にぎりっ娘。 

信長の革命と光秀の正義 

新説本能寺 
安部 龍太郎 

・ 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。 

【発行・編集】 

 大内地域交流センター・大内まちづくり協議会 

大内まちづくり協議会 

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

【カラー版おおうちだよりが見れます！】 

 

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≫ 

 最近、大内地区（特に、御堀・氷上・菅内・小野方面）において、サルの目撃情報が多数寄せられています。 

 市の有害鳥獣対策室では、被害防止のためパトロールの強化等行っていますが、皆様でも被害に遭わないよう対

策することが大事です。 

 今回は被害に遭わないための対応例を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 

 サルは、男女、年齢の識別ができるため、力の弱い

子供やお年寄りへ危害を加える恐れがあります。食べ

物を持ち歩くときは、十分に気を付けてください。 

 まずは、簡単にできることからやってみましょう！ 

 完全に被害を防げるということはありませんが、色々

な組み合わせを考え、サルが嫌がる畑を作りましょう。 

 例）①食べ物を見せないよう、目隠しの網を張る。 

   ②サルの嫌いなもの（唐辛子、こんにゃく、しそ 

    など）をまわりに植えてみる。  など．．． 

 サルを自宅等で見かけた際は、まず家の中に入られな

いように戸締りをし、大声を出して刺激したりしないよ

うにしましょう。 

 また、サルを見かけた際には、「いつ、どこで、何匹

ぐらいか、被害の有無」について、地域交流センターま

たは市農林政策課有害鳥獣対策室までご連絡ください。 

○大内地域交流センター     ℡083-927-0473 

○市農林政策課 有害鳥獣対策室 ℡083-934-2666  


