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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 
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 大内地区人権学習推進協議会では、下記のとおり研修会を実施します。 

 講師の大石先生は、山口県立大学にて臨床心理学について研究されておられ、今回は、いじめ問題に

フォーカスをあて、いじめの特徴やいじめへの対応のポイントについて、心理学的視点からお話いただき

ます。貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。 

 ◆講演テーマ  

   『いじめ問題の対応と未然防止にむけて～人権感覚を養う教育を～』 

 ◆講  師 山口県立大学社会福祉学部 准教授  大石 由起子
おおいし ゆきこ

 氏 

 ◆日  時 2月26日（土）13：30～15：30 

 ◆場  所 大内地域交流センター ２階講堂 

 ◆定  員 15名  

 ◆申込方法 電話または右記の申込フォームにてお申込みください。 

 ◆申 込 先 大内地域交流センター TEL 927-0473（締切 2月24日（木）） 

 ◆主  催 大内地区人権学習推進協議会 

脱隊騒動とは… 

 戊辰戦争後に起こった兵士らの反乱事件。 

 明治2年（1869）、山口藩では奇兵隊などの諸隊を

解散して常備軍を精選しようとしました。 

 これに不平を抱いた約1,800名の兵士は、12月、山

口を脱走して宮市（防府市）に集結し、翌明治3年

正月には、山口を占領するに至りました。 

 しかし、包囲の中を脱した木戸孝允が常備軍や支

藩軍を動かし、激戦の末に鎮圧します。 

 厳しい処罰が行われましたが、藩外に逃亡した脱

隊兵らによる問題は、その後も続きました。 

 私たちの住む郷土大内の歴史を学んでみませんか。 

 この度は、大内に石碑が存在する「脱隊騒動」について、

講演会を開催します。 

 大内を深く知るきっかけに、ぜひご来場ください。 

◆日 時 3月13日（日） 開場 13:00  講演 13:30～ 

◆会 場 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆講 師 池田 勇太氏（山口大学人文学部 准教授） 

◆申込み 電話または右記のQRコードから申込み 

     大内地域交流センター（TEL 927-0473） 

◆定 員 30名  

◆主 催 大内地域交流センター ◆後 援 

申込フォーム 

ＱＲコード 
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ー大内桜周辺の環境整備－  

 昨今の超高齢化社会では、地域が抱える課題を見つめながら、困

りごとがあれば支えてもらい、一方で自分ができる範囲で支えるな

ど、高齢者同士が助け合う「共助」が非常に重要となってきます。 

 大内地区老人クラブでは、関係団体等の共通理解のもと、連携強

化を図りながら、大内地域全体で元気な高齢者が中心となって「共

助」のシステムを作る準備を進めています。 

 大内地域には、自治会単位で16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。 

 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10月31日には、31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、4月初めの大内桜の開花に備え、大内桜周辺の環境整備（草刈り等）および桜の木

10本の植樹を行いますので、皆様ぜひご参加ください。 

◆日 時 2月27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及び桜の植樹 

     （当日は、お茶と弁当を支給します） 

◆持参物 鋸、鎌、草刈り機等（可能であれば） 

◆申込先 080-1912-3357（藤井） 

     090-4146-0977（安部）※2月23日(水)締切 

○日 時：2月22日（火）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...そんな方におすすめのヨガ教室です！ 

日々の疲れをリフレッシュし、体の調子を整えませんか？ 

♪参加お待ちしています♪ 
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月 日 講座内容 講師等 

令和4年 

4月14日 
開講式／山口市政 市の防災危機管理について 山口市防災危機管理課職員 

5月12日 男女共同参画 多様な性と生 今田 真樹氏（山口県立宇部総合支援学校 教諭） 

6月 9日 憲法 憲法の精神と家族制度 香川 智弘氏（山口学芸大学教育学部 教授） 

7月14日 
経済 新型コロナ後の経済は？ 

    ー私たちの課題、社会課題は？ー 
仲間 瑞樹氏（山口大学経済学部 教授） 

8月18日 選挙 選挙違反について 山口市選挙管理委員会職員 

9月 8日 文化 面白くて為になる 山口弁よもやま話 森川 信夫氏（山口県方言研究家） 

10月13日 公開講座（歴史） 城下町萩と武士の暮らし 森下 徹氏（山口大学教育学部 教授） 

11月10日 視察研修 回天記念館 周南市 

12月 8日 健康 健康寿命を延ばそう 青木 邦夫氏（山口県立大学 名誉教授） 

令和5年 

1月12日 
時事問題 領土問題 松村 卓正氏（元毎日放送記者） 

2月 9日 美術 雪舟と山口 荏開津 通彦氏（山口県立美術館 学芸員） 

3月 9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4年4月～令和5年3月までの毎月第2木曜日 10：00～12：00 

 ◆場   所  大殿地域交流センター 1階講堂 （山口市大殿大路１２０－４） 

 ◆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。視察研修は別途一部自己負担） 

 ◆申込み方法  ハガキ、FAX、Eメールのいずれかの方法で申し込み 

         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4日（金）当日消印有効 

 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 

◆採用人数 若干名（令和４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 900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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ONE PIECE 101 尾田 栄一郎 

今を生きるあなたへ 瀬戸内 寂聴 

おはいんなさい えりまきに 牧野 鈴子 

かいけつゾロリきょうふのダンジョン 原 ゆたか 

地下鉄のサバイバル 生き残り作戦１ ゴムドリ 

ドラえもん探求ワールド いっしょ 

に考えよう！１７の目標 SDGｓでつ

くるわたしたちの未来 

藤子・Ｆ・不二雄 

・ 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≫ 

【日帰り登山】（年５回） 

※原則、現地集合・現地解散で実施。歩行時間は

いずれも２～４時間位です。★は初級～中級向け 

★★は中級～上級向けです。 

6/5（日）岩屋山・長浜山・兜山（秋穂）★ 

9/18（日）綾ヶ峰・大平山（防府）★ 

10/16（日）野道山・三ツヶ峰（徳地）★★ 

12/4（日）楞巌寺山（防府・大道）★ 

3/13（日）雁飛山（美祢・西畑）★ 

※登山場所が山口県庁から５０ｋｍ（乗車時間1

時間）以上等の場合は、マイクロバスを利用予定

です。その場合は、別途バス代を集金します。 

【ボランティア活動】清掃登山・笹刈り等 

6/19（日）陶ヶ岳（鋳銭司） 

7/9（土）秋吉台（美祢・秋芳町） 

※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。また、多くが荒廃状態である里山の再生・復活に向けて、多く

の人の力を結集していきたいと思っています。 

 「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できます。登山だけでな

く、登山道の整備・清掃活動などのボランティア活動も実施してい

ます。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2,000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円程度）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 

 ■申込・問合先：〒753-0821 山口市葵1-4-14 

     「市民登山教室の会」事務局 090-9460-3381（阿部） 

【その他詳細はウェブサイトをご確認ください。 

 「山口山岳会」で検索か右のＱＲコードから→】 

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！】 


