
伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０２１年２月１５日号 

 

地
区
旗 

 

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 

 大内地区人権学習推進協議会では、下記のとおりオンライン研修会を実施します。  

 講師の杉浦先生は、 12月 15日号の市報配布と一緒に配布いたしました「大内人権だより」でもコラムを

寄稿いただきました。現在も、スクールカウンセラー（以下「ＳＣ」）として大内地域だけでなく、県内の

各小・中学校に関わっておられます。 

 この研修会では、ＳＣとして、学校に入る中で感じられた様々な課題を通して、学校ができることや地

域に求められていること等をお話しいただくほか、コロナ禍で多くの制限が課されながら生活をしている

子ども達の様子についてもお話しいただきます。貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。  

 ◆オンライン研修会  

   『コロナ禍における学校の諸課題～学校ができること、地域に求められていること～』 

 ◆講  師 山口県ＳＣ（大内地域も担当）  杉浦 崇仁
すぎうら たかひと

 氏 

 ◆日  時 2月28日（日）13：30～15：00 

 ◆場  所 ZOOMによるオンライン開催 

 ◆主  催 大内地区人権学習推進協議会 

 ◆申込方法 メールにて、氏名、住所、電話番号を明記の上、下記までお申込みください。 

       ※件名は「大内人権研修会申込み」としてください。 

 ◆申 込 先 大内地域交流センター メール：ohuchi@city.yamaguchi.lg.jp（締切 2月24日（水）） 

 今年度から小学校でプログラミング教育の取り組みが始まりました！プログラミングは、ゲームやパソ

コン、スマホなど、身近なところでたくさん使われています。 

 今回は「Scratch（スクラッチ）」というプログラミングソフトを使った、カンタンなプログラミング体

験会を開催します。プログラミングに興味がある子やそうでない子もぜひご参加ください。 

 ◆日 時  ①令和3年2月27日（土）14：00～ 

       ②令和3年3月13日（土）14：00～ 

 ◆場 所  大内地域交流センター 2階講堂（部屋が変わる可能性があります） 

 ◆対 象  小学生 先着15名 ※パソコンの基本的操作（マウス、キーボード）ができる人 

 ◆内 容  ビジュアルプログラミングソフト「Scratch（スクラッチ）」を使ったプログラミング体験 

 ◆申込み  ①は2月24日（水）までに、②は3月10日（水）までに、「氏名、住所、電話番号、学校名、学年」を 

       下記の申込先にご連絡ください。 

 ◆申込先  大内地域交流センター（☎083-927-0473）  
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ー大内桜周辺の環境整備－  

 現在の超高齢化社会では、地域のみんなで支え合っていくことが

求められています。その中でも特に、「高齢者同士の支え合い」いわ

ゆる「共助」が非常に重要となってきます。このため、地域の高齢

者仲間で組織された老人クラブの役割が大変重要です。 

 大内地区には、自治会単位で15カ所の単位老人クラブがあり、お

おむね60歳以上で構成された800人余りの会員が『健康』『友愛』『奉

仕』をスローガンに、「健康増進、仲間とともに地域に貢献」をモッ

トーとし、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」を一緒に過ごしませんか。 

 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することができます。 

 一人でも多くの高齢者パワーを存分に発揮して、地域に活気！元

気！笑顔！を広め、大内を「みんなで支え合う優しい地域」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。 

■お問合わせ先：大内地区老人クラブ連合会 会長 阿部 

                  （☎083-927-6938） 

 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11月1日には、29名の参加者で環境整備を実施しました。おかげさまで大内桜のほか、

サツキツツジ・アジサイ・シャクナゲ等も順調に生育しています。 

 今回は、大内桜の開花に備え、来る3月7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7日(日) 9:00～ 2時間程度 

◆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・草刈り 

     （当日は、お茶と弁当を支給します） 

◆持参物 竹箒、鎌、鍬等可能であればご持参ください 

◆申込先 080-1912-3357（藤井） 

     090-4146-0977（安部）※3月4日(木)締切 

 大内まちづくり協議会では、

一般財団法人自治総合センター

の令和2年度一般コミュニティ

助成事業を受け、右記の備品を

購入しました。 

 今後、イベント時などでお披露目し

たいと思います。地域のイベントにも

貸出可能ですので、希望の際は大内ま

ちづくり協議会までご相談ください。 

・テント3張 ・コンプレッサー 

・ワイヤレスアンプ一式 ・ipad Air 

・折りたたみテーブル10台  

・カラー大玉（白、赤、黄、青）  

・白側幕（大・小） ・全自動洗濯機 

・２口ガスコンロ4台 ・液晶テレビ2台 

・ワイヤレスマイク受信機一式  

・事務局用事務機器一式（ノートパソコン等）  
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月 日 講座内容 講師等 

令和3年 

4月 8日 
開講式／男女共同参画 ＤＶとは 

ＮＰＯ法人山口女性サポートネットワーク 代表理事 

 小柴 久子 氏 

5月13日 選挙 選挙制度で政治は変わる？ 山口県立大学国際文化学部 教授 井竿 富雄 氏 

6月10日 
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 氏 

7月 8日 憲法 国家の主権と領土について 山口学芸大学教育学部 教授 香川 智弘 氏 

8月12日 歴史 知られざる幕末維新の志士 毛利愛好会 代表 石川 和朋 氏 

9月 9日 哲学 課題を解決するための哲学 山口大学国際総合科学部 教授 小川 仁志 氏 

10月14日 
公開講座（経済） 新型コロナ後の経済は？ 

     －これからの暮らし、そして私たちー 
山口大学経済学部 教授 仲間 瑞樹 氏 

11月11日 視察研修 回天記念館 周南市 

12月 9日 
健康 日常で運動を取り入れよう 

   ～ちょいトレ健康習慣～ 
健康運動指導士 澄川 絵里奈 氏 

令和4年 

1月13日 

山口市政 新山口駅ターミナルパーク整備の 

      現状と将来像について 
山口市都市整備部 都市整備課 職員 

2月10日 時事問題 ＳＤＧｓ「持続可能な開発目標」とは？ 山口県立大学看護栄養学部 准教授 今村 主税 氏 

3月10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 

 「山口シティカレッジ」で、政治・経済・文化等の幅広い分野の基礎学習や地域課題をについて学習し、

地域社会やグループで活躍しませんか。 

 ◆日   時  令和3年4月～令和4年3月までの毎月第2木曜日 10：00～12：00 

 ◆場   所  白石地域交流センター 2階 講堂 （山口市本町1-25） 

 ◆対象・定員  山口市民の方 先着40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。視察研修は一部自己負担） 

 ◆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）・年齢・受講歴（あり・なし）・電話番号を明記 

         申込者には、3月末までに受講可否を郵送にてお知らせします 

 ◆申 込 先   〒753-0074 山口市中央五丁目14-22 「山口市教育委員会事務局社会教育課」 

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

 ◆申込み締切   3月5日（金）当日消印有効 

◆業務内容 放課後児童クラブが受け入れた児童の保育業務 

◆採用人数 若干名（令和３年４月１日採用） 

◆資  格 山口市内在住の学校教諭・幼稚園教諭・保育士いずれかの資格を有する方 ※補助員は資格を問わない 

◆勤 務 地 大内小学校区または大内南小学校区のいずれかの学級 

◆勤務時間 月曜日～金曜日 13：15～18：15 

      土曜日及び長期休業期間中 7：45～18：15（内原則8時間以内）（勤務シフト表による）      

◆給  与 時間給 880円～980円 

◆申 込 先 大内地区社会福祉協議会（大内の館） 〒753-0221 山口市大内矢田北五丁目8番28号  

（問 合 先） ☎927-7712（受付：8：30～17：00） ご不明な点がありましたら、電話にてお問い合わせください。 
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あしたの華姫 畠中 恵 

足腰は１分で強くなる！ 

毎日やれば寝たきりにならない 
高子 大樹 

食っちゃ寝て書いて 小野寺 史宣 

チンギス紀 ６ 北方 謙三 

江戸の夢びらき 松井 今朝子 

園芸大図鑑 あらゆる植物が 

育てられる全1000品種以上掲載 
ブティック社 

・ 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。 

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≫ 

【日帰り登山】（年４回） 

※新型コロナ感染防止のため、当面は、現地集

合・現地解散が可能な山口市内の山で実施しま

す。歩行時間はいずれも３～４時間位です。 

6/6（日）物見ケ岳、高羽ケ岳（篠目） 

9/12（日）飯ケ岳（徳地）or 白石山（徳地） 

12/5（日）東鳳翩山（錦鶏の滝経由）（天花） 

3/13（日）姫山（平川・大内） 

【ボランティア活動】（4・6月頃予定） 

・ヤマシャクの保護・清掃登山  

※ボランティア活動は強制ではありません。希

望者で実施します。 

※登山・ボランティア活動には山岳会員が同行

し、指導・助言等を行います。 

 「市民登山教室の会」では、安全登山・楽しい登山を実践指導する

とともに、自然保護の重要性を理解してもらうことにしています。 

 「毎日を健康に過ごしたい」、「趣味の幅を広げたい」とお考えの皆

さん、登山を始めませんか。「市民登山教室の会」は登山の知識や技

術を学んで、山登りの楽しさを実感してもらう教室です。これからの

人生が大きく変わりますよ。 

 ■内 容：右記のとおり 

 ■会 費：年会費1,600円（1年間の通信費、資料代等） 

      ※事故に備え、各登山時に別途山岳共済保険（１登山 

       あたり400円）に加入していただきます。 

 ■申込み：郵便番号・住所・氏名・生年月日・携帯番号・血液型 

      を記入の上、はがきにて下記まで申込み 

     〒753-0821 山口市葵1-4-14「市民登山教室の会」事務局 

 ■問合先：事務局 090-9460-3381（阿部）まで 

○日 時：2月23日（火・祝）10時30分～11時30分 

○場 所：大内地域交流センター 和室 

○定 員：10名（先着順） 

○対 象：大内地域在住・在勤の女性 

○参加費：500円 

○持参物：タオル、飲み物、動きやすい服装 

○申込み：大内地域交流センター ☎927-0473 

 日頃の運動不足を解消したい...肩こりやむくみが気になる...

ヨガに興味がある...そんな方はぜひご参加ください！ 


