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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 

「崖の上のポニョ」でもおなじみの「ポンポン船」を作ってみよう！ 

 好きな形の「ポンポン船」を作って、水上を走らせてみませんか？ 

 科学技術に関する高度な知識を持った技術士が、船の作り方等を丁寧に教えます。なぜこの船が走るのだろう？ 

そんなギモンを持った人はぜひ参加してみよう！科学の面白さを知るいいきっかけに！ 

  ◆日 時  8月2日（月）10:00～12:00（受付9:30～） 

  ◆場 所  大内地域交流センター 研修室 

  ◆対 象  小学校1年～3年生 

  ◆定 員  １５名（先着順） 

  ◆講 師  山口県技術士会 青年部 

  ◆申込先  大内地域交流センター（☎083-927-0473） 

 本物の漆（うるし）を使って、大内塗の箸を作ろう！金箔やすずの粉を使って、世界に一つだけの箸を作ること

ができます！山口市の伝統工芸品「大内塗」をぜひ体験してみませんか？ 

 ◆日 時  8月10日（火）10:00～12:00（受付9:30～） 

 ◆場 所  大内地域交流センター 2階講堂 

 ◆対 象  小学校4年～6年生  ◆定 員  ３０名（先着順） 

 ◆参加費  ５００円 ※作った箸は、後日完成したものを持って帰ることができます！ 

 ◆講 師  中村民芸社（菅内）の職人さん 

 ◆申込先  大内地域交流センター（☎083-927-0473） 

 地元大内産の野菜やお米を使って、みんなで楽しくカレーを作ります。   

 自分たちで作ったカレーをおいしく食べましょう！(玉ねぎは大内小 3年生が植えて収穫しました！） 

  ◆日 時 7月31日（土）9:30～ ◆場 所 大内地域交流センター 調理室  

  ◆人 数 １５名（先着順）    ◆対 象 小学生（学年は問いません） 

  ◆材料費 ２００円       ◆持参物 三角巾、エプロン、タオル、飲み物、マスク 

  ◆申込先 大内地域交流センター ☎927-0473 

      （7月15日（木）受付開始、7月23日（金）締切） 
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押花を使ってうちわづくり 

◆日 時 7/22(木) 10:00～11:30 

◆対 象 小学生 

◆定 員 10名 

◆持参物 はさみ、のり 

◆参加費 100円 

◆申込締切 7/20(火) 

 
 

夏休みの書道課題に挑戦！ 
◆日 時 7/27(火) 13:00～15:00 
◆対 象 小学3年～中学生 
◆定 員 20名 
◆持参物 書道道具、ビニール袋、 
     新聞紙、お手ふき 
     ※半紙は準備します 
◆申込締切 7/23(金) 

 
 
 先生のお手本で書道教室（夏休みの

課題は取り組みません） 
◆日 時 ①7/27(火) 9:30～10:30 
     ②8/24(火) 9:30～10:30 
◆対 象 小学1～6年生 
◆定 員 各日6名 
◆持参物 書道道具、半紙 
◆申込締切 ①7/23(金) ②8/20(金) 

 
 

即実戦です。卓球を楽しもう！ 
◆日 時 7/28(水) 13:00～14:30 
◆対 象 小学3～6年生 
◆定 員 12名 
◆持参物 タオル、室内靴、飲み物 
    ※ﾗｹｯﾄ、ﾎﾞｰﾙは用意します 
◆申込締切 7/26(月) 

 
 
ゆかたを着て、楽しく踊りましょう 

◆日 時 ①7/29(木) 13:30～15:00 
     ②8/5(木)13:30～15:00 
◆対 象 小学生（ご家族もどうぞ） 
◆定 員 各日10組 
◆持参物 ゆかた、帯、飲み物 
◆申込締切 それぞれの前日まで 

 
 

空手道の基本とミット打ち 
◆日 時 8/1(日) 12:30～13:30 
◆対 象 幼稚園年長～小学生 
◆定 員 20名 
◆持参物 動きやすい服装、タオル、 
     飲み物 
◆申込締切 7/29(木) 

 
 
ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ開催＆楽器に触れてみよう！ 

◆日 時 8/1(日) 10:30～11:30 

◆対 象 小学生（ご家族もどうぞ） 

◆定 員 20名 

◆申込締切 7/29(木) 

 
 

絵本を声に出して読んでみよう！ 

◆日 時 8/2(月) 13:30～14:30 

◆対 象 ひらがなが読める子 

     （小学生まで） 

◆持参物 筆記用具 

◆申込締切 7/30(金) 

 
 
体全体を動かしながら、声を出して 

体操をしましょう！ 
◆日 時 ①8/2(月) 10:00～11:30 
     ②8/6(金) 10:00～11:30 
◆対 象 小学3～6年生 
◆定 員 各日4名 
◆持参物 飲み物、バスタオル、 
     動きやすい服装 
◆申込締切 7/30(金) 

 
 

ﾗﾝﾁｮﾝﾏｯﾄかﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞにｷｬﾗｸﾀｰを 
描こう！（ポケモンor呪術廻戦） 

◆日 時 8/3(火) ※どちらか選択 
     ①9:00～10:30(ポケモン) 
     ②11:00～12:30(呪術廻戦) 
◆対 象 小学生 ◆定 員 各6名 
◆持参物 お手ふき 
◆参加費 500円 
◆申込締切 7/30(金) 

 
 
みんなでフォークダンスで遊ぼう！ 
誰でも踊れる優しいダンスです。 

◆日 時 8/4(水) 10:00～11:00 

◆対 象 小学生 

◆定 員 10名 

◆持参物 動きやすい服装、飲み物 

◆申込締切 7/28(水) 

 
 
鬼滅の刃柄の布で小物入れを作ろう！ 

◆日 時 8/5(木) 9:30～12:00 

◆対 象 小学4～6年生 

◆定 員 10名 

◆参加費 500円 

◆申込締切 8/2（月） 

 
 
卓球の基本（ﾗｹｯﾄの持ち方、ﾎﾞｰﾙの 

打ち方など）を教えます 
◆日 時 8/6(金) 9:30～11:30 
◆対 象 小学3～6年生 
◆定 員 12名 
◆持参物 タオル、室内靴、飲み物 
    ※ﾗｹｯﾄ、ﾎﾞｰﾙは用意します 
◆申込締切 8/2（月） 

 
 

空手の基本とミットを使った練習 
◆日 時 8/7(土) 17:00～18:00 
◆対 象 5才以上 
◆定 員 20名 
◆持参物 動きやすい服装、タオル、 
     飲み物等 
◆申込締切 8/4(水) 

 
 

コケ玉を作ってみよう！ 
◆日 時 8/14(土) 9:30～11:30 
◆対 象 小学3～6年生 
◆定 員 10名 ※家族同伴可 
◆参加費 500円（材料費として） 
◆持参物 作品を持ち帰る用の 
     ポリ袋等 
◆申込締切 8/11（水） 

大内地域交流センターでは、いつもたくさんの人が、いろいろな「楽しい」ことをやっています。  

そんないろいろな「こうざ」を、夏休みのあいだにちょっとだけ体験してみませんか？  

★申込み：7月15日（木）8:30～ 大内地域交流センター ℡083-927-0473 電話または来庁にて受付★ 

※どの講座も先着順で受付します。 ※マスクの着用等、コロナ対策して参加をお願いします。 
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 メルカリ先生からの挑戦状とは？ 

 「いらないと思っていたモノが、役に立つ！？」楽しいクイズやワークショップを通して自分が持っているモノの価値を再発

見し、大切にする気持ちを育み、循環型社会を学ぶ教育プログラムです。 

 子供たちが主体的に学ぶ体験型の授業となっており、オンラインで先生や全国の小学生と繋がり、交流を深めながら授業を受

けることができます。 

 このプログラムを通じて、資源の無駄を減らし限りある資源が大切に使われる社会である「循環型社会」について学ぶことが

できます。ＳＤＧｓの12番目の目標である「つくる責任・使う責任」について、実際にひとりひとりができることは何なのか。

私たちが今すぐできるアクションのひとつ「モノを大事にすること」についてわかりやすく、楽しく考えるきっかけとなること

間違いなし！  

 ○日時・内容：【１日目】9月11日（土）14:00～15:00 「モノの価値再発見！」 

        【２日目】9月18日（土）14:00～15:00 「いらないモノって役に立たない？」 

 ○場  所 ：大内地域交流センター 【１日目】講堂 【２日目】研修室 

 ○対  象 ：小学生（学年は問いません）※２日とも参加をお願いします。 

 ○定  員 ：先着２０名 

 ○申 込 先 ：大内地域交流センター（９２７－０４７３）に、氏名、連絡先、学校名等をお知らせください。 

        右のＱＲコードから申込フォームで申込可能です。 

 ○申込期間 ：７月１５日（木）～８月１０日（火） 

 保護者の就労などにより、放課後、留守家庭児童となる大内地区小学生の適切な遊びと生活の場となる、 

大内地区「放課後児童クラブ」（うえき学級・みなみ学級）の支援員及び補助員を募集しています。 

 ◆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（令和3年7月（採用日）～令和4年3月31日） 

 ◆採用人数 若干名 

 ◆資  格 山口市在住で、学校教諭・幼稚園教諭・保育士 いずれかの資格を有する方  

       ※補助員は特に資格を問いません 

 ◆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（勤務シフト表による・最長8時間） 

 ◆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、電話にてご相談ください。 

◆日 時 ： 8月14日（土） 13：00～15：00 

◆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 ： 無 料  

◆対 象 ： 小学3年生以上、ご家族の参加可 

        キーボード、マウスの操作ができる人 

◆申込み ： 大内地域交流センター ☎927-0473 

◆持参物 ： パソコン（貸出可）  

プログラミングソフト「スクラッチ」を使い、自分でプログラミングをし、 

キャラクターを動かしたり、音を出したりして遊んでみよう！ 

参加無料 
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ONE PIECE 99 尾田 栄一郎 

方向音痴って、なおるんですか？ 吉玉 サキ 

リボルバー 原田 マハ 

あつかったらぬげばいい ヨシタケ シンスケ 

刑事の枷 堂場 舜一 

かける はらぺこめがね 

・ 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 083-996-5798 

≪住所：〒753-0221 山口市大内矢田北一丁目10番11号≫ 

 がんの早期発見に向け、集団検診を実施します。早期のがんは自覚症状がないことが多いため、定期的な検診受診が必要です。

４０歳以上で、職場等で検診人間ドック等を受ける機会のない方はぜひ受診しましょう。受診の際は必ず、がん検診等受診券 

（５月下旬発送）をご持参ください。 

○肺がん（結核）検診（予約不要）【負担金なし】 

日にち 受付時間 場所 

10:00～11:00 茅野神田公民館前 
7月28日（水）  

13:00～15:00 大内地域交流センター 

10月26日（火） 9:00～15:00 大内地域交流センター 

〇喀痰検査【負担金６００円】（肺がん検診と同時に受診できます） 

 ■対象：肺がん検診受診者のうち、５０歳以上で喫煙指数（１日の喫煙本数×喫煙年数）が６００以上の方。 

 ※７０歳以上の方、「後期高齢者医療被保険者証」を提示された６５～６９歳の方、７０歳未満で市民税非課税世帯の方（要事 

  前申請）は自己負担金が５００円です。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、37.5℃以上の

発熱や咳等の風邪症状がみられるときは、受診を控えましょ

う。また、検診当日は、マスクの着用をお願いします。 

※今後の感染拡大状況等により、延期または中止となる場合

があります。 

 ※7月28日（水）大内地域交流センター会場は例年、大変混雑するため、10月受診がお勧めです。３つの密を避けるため、 

 受診日や受付時間の分散にご協力をお願いします。         ■お問合せ：山口市保健センター ☎083-921-2666 

 ◆日 時  8月10日（火）10：00～11：30   ◆場 所  大内地域交流センター 2階和室 

 ◆対 象  乳幼児をもつ保護者 ５人程度   ◆内 容  産後でゆるみがちな骨盤まわりをひきしめます。 

 ◆持参物  ヨガマット（バスタオルでも可）、フェイスタオル、水分補給用の飲み物、動きやすい服装 

 ◆申込先  大内地域交流センター（☎083-927-0473）※受付：7月15日（木）～ 

 ◆その他  ・申込の際、お子さまの年齢（月齢）をお知らせください。 

       ・お母さんから離れられるお子さまは、同じ部屋で託児をします。 

 ◆主 催  山口市母子保健推進協議会 大内地区 

※体調不良の方は参加をご遠慮ください。 

※参加時にはマスク等の感染防止対策を 

お願いします。 


