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２０２２年１２月１５日号 

 令和５年度の大内地域交流センター及び学校体育施設の定期利用を希望される団体は、令和５年１月１９日（木）

までに定期利用申請書を、大内地域交流センターにご提出ください。 

 様式はセンター事務室にあります。平日の8時30分から17時15分までに取りに来てください。現在、定期利用されて

いる団体についても申請が必要です。なお、申請書類の郵送は行いませんので、ご注意ください。 

下記の日程で調整会議を行いますので、忘れずにご出席ください。

（場所：大内地域交流センター） 

・センター定期利用   2月１日（水）19：00 

・学校体育施設定期利用 2月13日（月）19：00 

※学校体育施設とは、大内小・大内南小

の体育館と運動場、及び大内中の体育館

のことです。 
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 2022年も残りあと半月となりましたね。今年のおおうちだよりは今回で最後です。 

 今年は、コロナ禍でも新しい生活様式に合わせ、大内まつりをはじめとした様々な行事を開催することができた 

１年になりました。いろいろなことが制限される中で、多くの方々にご協力、ご参加いただきましたこと、大変うれ

しく思っています。 

 来年は、今よりもさらにコロナが落ち着き、平穏な日々が戻ってくることを願うとともに、たくさんの方がこの大

内地域交流センターを通じて、交流・活躍できるよう努めてまいりたいと思います。 

 なお、大内地域交流センターの年末年始の閉館期間は１２月２９日（木）～１月３日（火）となります。お間違え

の無いようご注意ください。では皆様、よいお年をお迎えください！ 

 第44回大内まつりが令和５年４月（日にち未定）に開催される予定です。大内地区が誇る春の一大イベント、「大

内まつり」に参加する「出展・出演者」を募集します。みんなで一緒にまつりを盛り上げてみませんか？ 

◆募集内容 大内まつり出展・出演者 ※前回の参加団体、センター定期利用団体には個別にご案内します。 

◆応 募 先 大内まつり実行委員会 ☎083-996-5798 締切り 令和５年１月20日（金）（仮） 

※応募された団体は必ず令和5年1月下旬開催予定の実行委員会に出席してください。日程は決まり次第応募団体にお

知らせします。 

※実行委員会・準備・後片付け等に、どなたも出席されない団体は、まつりへの参加をご遠慮いただく場合がありま

す。   

※現在、コロナ対策をした上で、飲食物販売有りの従来通りに近づけた形での開催を予定しています。ただ、今後の

感染拡大状況によっては、開催規模が縮小される可能性があります。その場合、参加を見合わせていただくことも

あります。このことについて、ご了承いただいた上で応募くださいますようお願いいたします。 

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 ０８３－９２７－０４７３／ＦＡＸ ０８３－９２７－０４７５ 



２０２２年１２月１５日号 

元気！ 笑顔！ ともに支え合う大内 

 山口市では、絵本に関心を持ち始める時期の乳児とその保護者

を対象に、絵本を無料で贈呈し、絵本を通して親子の絆を強める

ことができる「ブックスタート体験会」を開催しています。ぜひ

ご参加ください。 

◆日 時 令和5年2月2日（木） 

       ①10:00～12:00 ②14:00～16:00 

     （受付随時・所要時間15分程度） 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 和室 

◆対 象 令和4年6月1日～令和4年9月30日の間に生まれた乳児と

その保護者の方 

      ※対象者にはハガキで別途ご案内いたします。 

◆問合先 山口市立中央図書館（☎083-901-1040） 

★日時：1月14日・2月4日（土）両日とも 10：00～12：00 

★場所：大内地域交流センター2階講堂 

★定員：15名（事前申込必須、先着順） 

★ ：1,500円（2回分、テキスト代含む）  

※初回受講時に徴収します 

★ ：パソコン持参のこと（パソコン貸出可） 

★申込：大内地域交流センター ☎927-0473 

月々の集計をしながら 年間まとめもできる 

超絶かんたん家計簿です！ 

 コロナ禍のもと、私たちの暮らしは大きく変わりました。今、世代を超えてみんなが元気に安心して暮らしていく

ためには何が大切でしょうか。今年もご一緒に語り合いませんか。 

＊講 演「四季を楽しみ明るい毎日～社会の行事・家庭のあれこれ～」 

      講師 福田 百合子 氏（中原中也記念館名誉館長） 

＊みんなで語ろう！～ともに安心して暮らすには～ 

 「大内っ子まもり隊の会の清水春治さん」と「福祉員の西村博江さん」から、世代を超えて地域がつな

がり、支え合う活動を聴き、“安心して暮らす秘訣”についてみんなで語り合います。皆様のご参加を

お待ちしています！ 

 ◆日 時：令和5年1月21日（土）10時～12時 

 ◆場 所：大内地域交流センター 2階 講堂 

 ◆対 象：まちづくりに関心のある元気な方（定員先着25名） 

 ◆締 切：令和5年1月17日（火） 

 ◆申 込：大内まちづくり協議会 ☎083-996-5798 

【場所】大内地域交流センター 

【プログラム】ミュージカル「ウエスト・

サイド・ストーリー」よりミックスナッツ 

クリスマスソングス 他 
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 大内文化の発祥地、ここ大内地区には、大小さまざまな神社仏閣があります。 

 元旦午前0時を期して、遠くに響く除夜の鐘の音に耳をそばだてながらの初詣を 1年の最初の

行事にされているご家族も多いと思います。  

 大内地区では数ある神社のうち、御堀の「御堀神社」、小野の

「志多里八幡宮」、菅内の「日吉神社」、茅野神田の「櫻木神

社」、宮ノ馬場の「長野八幡宮」の五社が昔から「産土神社（う

ぶすなじんじゃ）」とされ、地区の人々のお世話でまもり継が

れ、今なお敬愛を集めています。  

 このうち「御堀神社」、「志多里八幡宮」、「櫻木神社」、「長野八

幡宮」と大内氏の氏神、氷上の「妙見社（みょうけんしゃ）」で

は、毎年「年始のお接待」が続け

られています。お近くの神社にお

参りされ、地区の人々の心温まる

お接待を受けられるのも、郷土愛

のひとつではないでしょうか。 

 初詣は大内の神社仏閣を参拝し

て、郷土愛を感じてみませんか？ 

※初詣の際は各自コロナ対策や分

散参拝など、各神社でお願いして

いる対策を講じた上でご参拝くだ

さい。 

※神社によっては、コロナ対策の

ためお接待を実施しない場合もあ

りますので、ご留意ください。 

 子どものスマホやタブレットの使い方にお悩みではありませんか？スマホを持たせたいけど、健康への

影響、詐欺やいじめなど、心配なことがたくさんありますよね。知らないうちにトラブルに巻き込まれな

いためにも、スマホ・タブレットとの付き合い方やファミリールールの作り方を学びませんか。講師のお

話を聞いた後に、簡単なワークを通して、一緒にルールを考えてみましょう！ 

○日 時：1月29日（日）10：00～11：30 

○場 所：大内地域交流センター 

○対 象：小中学生の子を持つ保護者や家族など 

○定 員：先着20名程度 

○参加費：無料  

○持参物：筆記用具 

○講 師：山口大学教育学部 阿濱 茂樹 先生 

○申 込：大内地域交流センターまで電話かフォームでお申込みください。（☎927-0473） 

     ※申込締切：1月20日（金）まで 
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大内地域交流センター（ 10 :40～ 1 1 : 20） 

4日・ 18日（水） 

目のトリセツ 杉田 美由紀 

漆花ひとつ 澤田 瞳子 

シャルロットのアルバイト 近藤 史恵 

ショートケーキになにのせる？ おおの こうへい 

地下鉄のサバイバル ２ 
ハンヒョンドン 

ゴムドリ 

 ONE  PIECE  104 尾田 栄一郎 

・ 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ください。 

・返す時は事務室に持ってきてください。 

・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ください。 

 大内地区の消防団活動の一環として、毎年恒例の消防放

水を下記の日程で行います。 

 迫力のある放水をぜひご覧ください。 

◆日 時：令和5年1月8日（日） 13:00～ 30分程度 

◆場 所：大内千坊水管橋付近（中川橋と御堀橋の間） 

     ※河川敷に駐車スペースがあります。 

◆主 催：山口市消防団東部方面隊大内分団 

       大内消防後援会 

【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！】 

 

 「どんど焼き」とは、日本全国に伝わるお正月

の火祭り行事です。「どんど焼き」で無病息災を

祈り、良い年を迎えましょう！ 

 ◆日時：令和5年1月8日（日）10：00～ 

 ◆場所：櫻木神社 境内 

 ◆協力：茅野神田青年団 

 ※しめ縄、松飾り、書初めなど持参可   

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

4日         水   センター開館  8:30～  
 土  

まち協健康福祉部会講座 

みんなで語ろう！ 
10:00～  

5日         木   民児協定例会  9:30～  子どもいご講座 13:00～  

7日         土 子どもいご講座 13:00～  

 

大きくなあれ 豆まき 10:30～  

水      8日         日 二十歳のつどい 
①10:00～ 

②13:30～ 
山口市民会館 子ども手芸教室 15:30～  

 火         育児相談 10:00～  ヨガ教室 19:30～  

  土 パソコン講座 10:00～   土   子ども生け花教室 13:00～  

 日         
子ども会冬のフェス

ティバル 
10:00～ 大内小学校  日   

スマホ・タブレットとの付

き合い方講座 
10:00～  

大内地域交流センター（地域担当） TEL 083-927-0473 

                                 FAX 083-927-0475 

          （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≫ 


