
伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０２１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20日（木） 8時～12時 

（予備日 5月21日（金））  ペタンク 案野 隆司（℡927-2654） 

ゲートボール 5月22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4月24日（土）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。 
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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 

 今回は、会場を「大内地域交流センター」のみとし、

縮小開催いたします。つきましては、周辺道路の交通規

制は実施いたしません。 

 駐車場は、ＪＡ山口県大内支所と大内保育園、農林総

合技術センター（農業試験場）の駐車場をご利用可能で

すが、多くありませんので、ＪＲバスやコミュニティバ

ス等、公共交通機関をご利用ください。 

※24日（土）～26日（月）は大内まつりのため、交流

センターの貸館は利用できません。 

○来場者の方は、マスクの着用をお願いいたします。 

○入場時に検温の実施や、氏名・住所・連絡先をご記入いただきます。 

 会場では、大内地域交流センター定期利用団体の演技・歌などの発表や、作品の展示が行われます。 

 今回、初の試みとして、屋内映像ブースを設け、山口中央高校 合唱部・オーケストラ部の文化祭講演の様子や

大内まちづくり協議会文化教養部会で制作した「大内歴史紹介動画」などの映像を上映いたします。 

 ※くわしくは同時に配布されているパンフレットをご覧ください。 

農林総合技術センター 

農業試験場 

ＪＡ山口県大内支所 

大内保育園 

至 山口市街 至 防府 県道２１号 

仁保川 

会場：大内地域交流センター 

氷上橋 

大内小学校 

文 

●会場周辺地図 
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 大内子ども夢クラブでは、子どもたちが安心して活動できる「居場所づくり」のために、様々な講座・

教室を開催しています。 

 この「夢クラブ」に入ることで、違うクラス、違う学年、違う学校の人と一緒に、普段なかなかできな

いような活動や、自分がやってみたいと思った活動に参加できます。 

 新しい友達を作るため、放課後退屈しないため、友達が行くって言うから…。  

 理由はそれぞれです。早速会員登録をして、水曜・土曜は大内地域交流センターで楽しみましょう！！ 

◆会員になれる人：大内地区に住んでいる小中学生または大内地区の小中学校に通学している人。  

◆会員になる方法：申込書に必要事項を記入して、大内地域交流センターに提出してください。 

 ※申込書は大内地域交流センターにあります。市ウェブサイトからもダウンロードできます。 

◆参加費：講座によっては、材料費や保険料がかかることがあります。 

◆申込・問合先：大内地域交流センター（TEL／FAX 927-0473）       

●手芸教室 毎月第4水曜日15時30分～ 
 布やビーズ、綿などを針と糸で縫い合わせ、キーホ

ルダーやぬいぐるみなどを作っています。 

 針の使い方や玉止めの仕方、時にはミシンの使い方

などを学んでいます。 

●生け花教室 毎月第4土曜日13時～ 
 約７００年の歴史があると言われる生け花を楽しく

学んでいます。 

 花器に花や葉などの植物を、子ども達が想像力を働

かせ、思い思いに生けています。 

●いご講座 毎月第1･3土曜日13時～ 
 子ども達は、地域のいご名人にいごのルールや楽しみ方

について教わっています。 

 お友達やいご名人と対局したりしています。 

 いご名人に勝つのはなかなか難しいみたい… 

時期が近付いたら地域広報誌で募集案内します。 
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団  体  名 利用日 活動場所 

大内スポ少 

４年サッカー 
毎週火・木・土 

大内小 

グラウンド 

大内スポ少 

５年サッカー 
毎週月・水・金 

大内小 

グラウンド 

大内スポ少 

６年サッカー 
毎週火・金・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 

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 

大内卓球同好会 毎週木曜日 大内小体育館 

団  体  名 利用日 活動場所 

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 

第2・3日曜日 

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・土 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 
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ジュニア空想科学読本 １１ 柳田 理科雄 

クスノキの番人 東野 圭吾 

本所おけら長屋 １５ 畠山 健二 

自転しながら公転する 山本 文緒 

なんだろなんだろ ヨシタケ シンスケ 

はたらく細胞ウイルス＆細菌図鑑 講談社編 

・ 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。 

〇地域担当 主幹 中野 健 
 地域の皆様大変お世話になりました。平成２８年４月から５年間、皆様と一緒に過ごせたこと

は大変幸せで感謝してもしきれません。転任いたしますが、大内地域の今後更なる発展を切に

願っております。ありがとうございました。 

 障がい福祉課から異動してまいりました。 

 右も左もわかりませんが、一日でも早く皆様のお役に立てるように頑張ってまいります

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

                        ○地域担当 副主幹 柏村 正裕 

転 

任 

着 

任 

 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 083-996-5798 

≪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！】 

ＱＲコード 


