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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‼  

◆日 時 12月9日（水） 10 :30～ 1時間程度 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 和室 

◆対 象 未就園児とその保護者  

◆内 容 来てからのお楽しみです！ 

◆申 込 不要 

◆主 催 子育てサロン おおきくなあれ 

 ※当日は、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。 

 ネットやＳＮＳによる誹謗中傷が社会問題化する中、実体験に基づくお話をお伺いし、あらためて人権について

考えてみませんか。 

 ◆日  時 12月12日（土）14時 ～ 15時40分 

 ◆場  所 山口県教育会館（大手町2番18号） 

 ◆内  容 オンライン講演会「言葉の責任 ネットの被害者・加害者にならないために 

       ～命の大切さ、人生の大切さ、あきらめない心～」、展示（人権啓発ポスター 

       児童生徒作品、人権標語コンテスト「人ＫＥＮゴーシチゴ」生徒作品） 

 ◆講  師 スマイリーキクチ氏（タレント） 

 ◆定  員 180人（無料 要申し込み）※手話通訳・要約筆記・託児は会場参加のみ有。託児は要予約 

 ◆申込方法 ・会場参加の方…メール・ＦＡＸ・はがき・電話のいずれかで、参加される方の氏名・住所・ 

               電話番号を記載して申し込み ※定員を超えた場合は抽選 

       ・ZOOM参加の方…メールで、参加される方の氏名・住所・電話番号を記載して申し込み 

 ◆申込締切 １１月２７日（金）必着 ※締切後に入場整理券を送付。ZOOM参加の方へはメールで案内します。 

 ◆申・問  市人権推進課 ☎：083-934-2767 FAX：083-934-2867 Ｅメール：jinken@city.yamaguchi.lg.jp 

◆日 時 12月 14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 

◆申込み 不要 

◆問合せ 大内地域交流センター ℡  083-927-0473 

 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！ 
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 今回の成人式は、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上での開催と 

なります。昨年度からの主な変更点については、①式典を2回に分けて開催 

②案内状到着後に事前の参加申込が必要 ③地域ごとの集合写真撮影は行わない 

以上3点です。その他詳細については、以下のとおりです。 

 ◆日 時 令和3年 1月 10日（日）※2部構成で行います。 

   ○第 1部 13時～受付 14時～記念式典 

   【対象地域：湯田、吉敷、大歳、陶、鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山、小郡、秋穂、阿知須】  

   ○第2部 15時～受付 16時～記念式典 

   【対象地域：大殿、白石、仁保、小鯖、大内、宮野、平川、徳地、阿東】 

 ◆場 所 山口市民会館（中央2丁目5-1） 

 ◆対 象 平成 12年4月2日～平成 13年4月 1日に生まれた方 

 ◆案内状 【 1．令和2年 1 1月 1日時点で山口市に住民登録をされている方】 

       令和2年 1 1月中旬ごろに案内状を発送いたしますので、届きましたら案内状の記載に従っ  

      て参加申込手続きをお願いいたします。 

      【2．上記 1．以外の方】 

       下記連絡事項を添えて、Ｅメールにて社会教育課まで案内状の送付先をご連絡ください。  

       1 1月中旬以降に順次案内状を発送いたします。 

   ■申込先 社会教育課（Ｅメール）s-kyoiku@city.yamaguchi.lg.jp 

   ■メールタイトル 「令和3年山口市成人式案内状送付希望」 

   ■メール本文 ①氏名②フリガナ③案内状の送付を希望する住所④連絡先の電話番号 

          ⑤世帯主氏名（山口市内の実家に送付を希望される場合のみ） 

          ⑥参加を希望する式典（第1部もしくは第2部） 

 ◆  案内状が届きましたら改めて、式典への事前参加申込が必要です。 

      式典への事前参加申込の方法については、案内状をご参照ください。 

 ◆その他 ・介助等の配慮が必要な方はご相談ください。 

      ・当日は、送迎バスを運行する予定です。詳細は案内状をご覧ください。 

      ・地域ごとの集合写真撮影につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、  

       行いません。 

 ◆問合先 社会教育課 ℡083-934-2865 

 今年度の成人式は、新型コロナウイルス感染症防止のため、縮小開催することになりまし

た。例年であれば、晴れ姿での集合写真の撮影や、他地域の同級生とのお話等、和気あいあい

と過ごすことが出来ていましたが、今年度はそれが難しくなりました。 

 そこで、大内地域出身の新成人の皆様へお知らせです！今年は、「大内オンライン成人式

（仮称）」を実施します！ 

 ◆大内オンライン成人式（仮称） 

  新成人の皆さんの晴れ姿の写真を投稿いただき、下記にて地域の皆さんにご披露します。 

  ○大内まちづくり協議会ＨＰ特設ページ 

  ○地域広報紙（「おおうちだより」「大内まちづくり協議会だより」） 

 投稿方法等の詳細については、地域広報紙や大内地域交流センターの「インスタグラム」「フェイスブック」、大内

まちづくり協議会ＨＰにて、12月中を目途に配信予定です。 

 新成人およびその家族の皆様は、随時ご確認の上、奮ってご投稿ください。 
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 水が見せる様々な表情を、水そのものを素材として用いたインスタレー

ション作品。ＪＲ山口駅前に会場を設け展示しています。 
 ●会  場：YCAMサテライトA（山口市駅通り1丁目5-25） 

●開館時間：12:00～17:00 
●休 館 日：月曜・火曜 

（※11/3（火・祝）、11/23（月・祝）は開館） 
●観覧無料 
●駐車場なし（山口駅より徒歩2分） 

② water state １ （坂本龍一+高谷史郎） 

 2020年は水墨画で知られる室町時代の画僧・雪舟の生誕

600年の節目の年になります。雪舟とゆかりの深い山口市

では、「山口ゆめ回廊博覧会」プレイベントの一環とし

て、さまざまな記念イベントを開催しています。 

雪舟生誕６００年 

関連記念イベント 

① Forest Symphony （坂本龍一+ＹＣＡＭ ＩｎｔｅｒＬａｂ） 

 常栄寺雪舟庭を舞台に、樹木が発する微弱な生体電位を音（音楽）に変換、表現

するインスタレーション作品を展示しています。 
 本市が有する歴史文化資源と先端的芸術表現のコラボレーション作品であり、 
本作品展示はユニークベニューの取組の一環として実施しています。 
 ●会  場 常栄寺雪舟庭 
 ●展示時間 12:00～17:00（11月～3月は16:30閉園） 
 ●年中無休 月曜・火曜は展示休止（11/3（火・祝）、11/23（月・祝）は展示） 
 ●観覧無料（※但し、常栄寺雪舟庭入場料は別途必要。大人300円、 
       学生（高・中）200円、小学生以下無料）  

■山口情報芸術センター特別企画展 

 2013年に、音楽家・坂本龍一氏が山口情報芸術センター[ＹＣＡＭ]、高谷史郎氏とともに製作した2作品

を市内2箇所でバージョンアップして展示します。 
 展示期間：12月6日（日）まで 

 問：山口情報芸術センター ☎083-901-2222 

やまぐち歩数アップサポート 検索 

最近運動をしていない、外出が減りコロナ太りをしている、運動に取り組むきっかけがほしいと思うこ

とはありませんか？ 

 運動習慣を身に付ける第一歩として、まずはご自身の歩数を知ることから始めてみませんか？ 

 山口市では、運動不足を解消したい方が、気軽に運動を始められるようにサポートしています。 

 歩数を記録して提出していただくと、応援メッセージや健康情報をお届けします！ 

  気になる方はこちら               パソコンやスマートフォンで検索 

やまぐち健幸アプリを活用すると毎日の歩数や歩いた距離、消費カロリーなどを計測でき毎日のウォー

キングがさらに楽しくなります！ 

他にも、こんなサービスが受けられます 

・目標達成率によって、ちょるるのイラストと応援メッセージが変わりやる気アップ！ 

・体重・血圧・健康状態・健診受診の記録をメモ登録でき、簡単な日記代わりにも。 

・市や県からの健康づくりに関する情報を定期的に獲得できます。 

ご自身の健康づくりにぜひご活用ください♪                      ●アプリのインストールはこちら 

 【問合せ】山口市健康増進課 TEL 083-921-2666 FAX 083-925-2214 
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鬼滅の刃 22 吾峠 呼世晴 

のりものいっぱい！どこにいくの？ 間瀬 なおかた 

子どもにいいこと大全 自律神経を

ととのえる６２の習慣 
主婦の友社 

本所おけら長屋 14 畠山 健二 

志村けん「笑いの神様」の一生 しむけん研究会編集部 

かいけつゾロリのレッドダイヤを 

さがせ‼ 
原 ゆたか 

・ 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。 

 保護者の就労等により、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

を提供する「放課後児童クラブ」の令和3年度入級説明会を開催します。 

◆開催日時：今回は密集を避けるため、校区別に開催することとしました。 

 ○12月12日（土）10時30分～12時 ※大内小校区対象（うえき学級・うえき第2学級・うえき第3学級） 

 ○12月13日（日）10時30分～12時 ※大内南小校区対象（みなみ学級・みなみ第2学級・みなみ第3学級） 

◆開催場所：いずれも大内地域交流センター 2階講堂（託児あり） 

 ※申込関係書類は説明会当日に配布しますが、12月14日（月）から以下の場所でも配布します。 

  ・大内地域交流センター ・各学級 ・大内地区社会福祉協議会 

◆お問合せ先：大内地区社会福祉協議会（大内の館） ℡083-927-7712 

       住所 山口市大内矢田北5丁目8番28号 

 例年「金成山を愛する会」主催で実施してい

る、金成山の伸びた雑木の下刈りなどの整備作

業について、今年度は中止となりました。 

【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≫ 

大内地域交流センター 検索 


