
元気！ 笑顔！ ともに支え合う大内 

２０２３年３月１５日号 

地
区
旗 

 

時 間 日にち （予定） 

偶数月 第４火曜日 ４/２５,６/２７,８/２２,１０/２４,１２/２６,２/２７ １０:３０～１１:３０ 

奇数月 第４水曜日 ５/２４,７/２６,９/２７,１１/２２,１/２４,３/２７ １９:３０～２０:３０ 

お申込み方法 

 毎月月初（土日除く）から電話で大内地域

交流センターへお申込みください。 

※毎月のお申込みが必要です。定員になり次

第、各回の申込みを締め切ります。 

 当日は、市道小野高芝線終点交差点の大内地域交流

センター前から大内保育園入口北側までの約100ｍが

通行止めとなり、通り抜けができなくなります。 

 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

※22～24日は大内まつり準備等のため、センターの利

用はできません。 

 会場内では、各団体の演技・歌などの発表や、各種 

展示・飲食物の販売などを予定しています。  

※くわしくは4月1日号市報配布と同時に配布される 

パンフレットをご覧ください。 

○通行止め：4/23（日）9:00～16:00 

大内地域交流 

センター 

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 
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元気！ 笑顔！ ともに支え合う大内 

◆日 時 4月14日（金）9:30～10:30 ◆場 所 大内地域交流センター 講堂 

◆対象者 健康づくりに関心のある方、健康診査結果についてご相談がある方など 

     ※大内地域以外の方もご参加いただけます。 

◆内 容 骨の強さ測定、体組成測定、保健師・管理栄養士による健康相談、理学療法士による  

     ミニ講話・実技「自宅でできる骨粗しょう症を予防する運動」など 

◆持参物 各種健康診査結果（お持ちの方） 

◆申込み 不要。受付時間内に会場にお越しください。 

◆問合せ 山口市保健センター 健康増進課（☎921-2666） 

 食生活改善推進員は、健康的な食生活や健康づくりについて学び、 

自分や家族の健康づくりに役立てるとともに、地域の方に伝える中

で、やりがいや生きがいを感じながら楽しくボランティア活動をして

います。 

 食育に関心のある方、地域でのつながりが欲しい方にお勧めです。 

全６回（６月～２月）の講座を受講後、翌年４月から会員になりま

す。受講料は無料です。詳しくは、下記にお問い合わせください。 

 ◆問合せ 健康増進課（☎921-2666） 

 令和５年４月９日（日）に山口県議会議員一般選挙が執行されます。 

 これに伴い、４月１日（土）から市内各所で期日前投票所を開設しますので、投票日当日に指定の投票所へ投票に行く

ことができない方などは、ぜひ期日前投票所をご利用ください。 

 なお、当日投票所の場所および時間については、市選挙管理委員会から送付いたします入場券をご確認ください。 

大内地域近郊では以下の期日前投票所が開設されます。 

この他にも市内45ヶ所で開設されます。詳しくは送付される入場券に同封されているチラシをご確認ください。 

大
内
地
域
近
郊
投
票
所 

場所 日程 時間 

大内地域交流センター 研修室 4月6日（水）～ 

 4月8日（土）  

午前９時～ 

 午後7時  

ザ・ビッグ大内店 1階催事場 4月5日（水） 午前10時～ 

 午後7時 ゆめタウン山口 1階 西側エレベーターホール前 4月8日（土） 

山口総合支所（市役所本庁舎）では、混雑が想定されることから、ニューメディアプラザ山口に臨時の投票所が開設

されます。 こちらのご利用もご検討ください。 
○問合せ先 

 山口市 

 選挙管理委員会事務局 

 ☎  083-934-2877 

場所 日程 時間 
臨
時 ニューメディアプラザ山口 イベントホール 

4月１日（土）～ 

 4月8日（土） 

午前１０時～ 

 午後7時 

◆日 時 4月17日（月） 10：30～12：00 ■申込み不要 

■場 所 大内地域交流センター 2階和室 

■対 象 幼・保園児以下のお子様と親 

■内 容 ・工作をしよう・手あそび etc... 

■問合せ 大内地域交流センター ☎927-0473 
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元気！ 笑顔！ ともに支え合う大内 

　　　サークル名 曜日 時間 　　　サークル名 曜日 時間

２５日会 毎月２５日 19:00～21:30 みんなで社交ダンス 毎週火曜日 9：00～13:00

３Ｂ体操（火曜コース） 毎週火曜日 19:30～21:00 新日本婦人の会　(大内班) 第３土曜日 10:00～12:00

３Ｂ体操（木曜コース） 毎週木曜日 9:00～12:10 真味の会 第３火曜日 9:30～12:30

３B美楽 毎週木曜日 18:30～21:00 日本習字 毎週土曜日
13:00～15:00
19:00～21:00

３Ｂスマイルキッズ
第１・２・３・５

水曜日
15:30～17:30 音夢 毎週火・土曜日 13:00～16:00

笑顔会 毎週火曜日 13:00～16:00 ハウオリ・フラ大内 毎週金曜日 9:30～12:00

さくらさく学習会 毎週木曜日
14:00～18:00（調）

18:00～21:00（研・第2）
ふしぎな花倶楽部

第３土曜日
第４木曜日

9:30～16:00

大内あすなろ会
偶数月

第２月曜日
9:00～11:30 ふまねっと大内 第１木曜日 9:00～12:00

大内紀月会民踊・新舞踊教室 毎週木曜日 13:30～17:00 Ｐｒｉｍｏ　リトミック 第１・３水曜日 9:30～12:00

大内きららの会 第２・４土曜日 13:00～16:00 ふれあいいきいきサロン新矢田 第４月曜日 12:00～17:00

大内高齢者囲碁同好会 毎週水・金曜日 13:00～17:00 防長岳風会 吟道研究会 第２日曜日 9:00～11:30

大内史談会 第３木曜日 18:30～21:00 墨風会　山口 第２月曜日 9:00～12:30

大内吹奏楽団　”あ～べんと” 毎週土曜日 17:00～22:00 墨花会 第２・４火曜日 9:00～12:00

大内卓球クラブ
毎週

月・火・木・金曜日
9:00～11:30
13:00～15:30

山口盆栽同好会 第２土曜日 9:00～12:00

大内フォークダンスサークル 毎週水曜日 9:00～12:00 ユカリカラオケ教室 第１・３火曜日 13:00～16:00

大内ラージ卓球クラブ 毎週水曜日 13:00～15:30
絵模様のパッチワーク
夢工房「喜喜」　花グループ

毎週水曜日 10:00～12:00

大内レクリエーションダンス同好会 第1.・３木曜日 13:00～16:00 錬心舘空手
第１～４水曜日
第１～４土曜日

17:00～22:00

山口岳誠会 毎週金曜日 13:00～15:30 朗読劇やまぐち 第１・３月曜日 13:00～16:00

型染遊禅染色教室 毎週月曜日 9:30～15:30 トラちゃんサロン 毎週金曜日 12:00～17:00

玄游会　彩月書道教室 第１～４火曜日 16:00～19:00(火)
山口市食生活改善推進協議会
山口支部大内地区

第１火曜日 8:40～13:00

玄游同好会　美蘭書道教室 第１～４土曜日 9:00～12:00(土)
山口市母子保健推進協議会
大内地区

偶数月第２火曜日 9:00～13:00

こうる・ソアーヴェ
第２・４金曜日

第１・３・５土曜日
19:00～22:00(金)
9:00～13:00(土)

大内地区社会福祉協議会
第２・３水・木曜日

７・８月を除く
14：00～16:00（水）
8:30～12:00（木）

子育てサロン　大きくなあれ 第２水曜日 9:30～12:00 大内地区民生委員児童委員協議会
第１水曜日

毎月最終金曜
9:00～13:00（水）
9:30～11:00（金）

琴同好会 第１・３火曜日 13:00～17:00 大内地区福祉員協議会
偶数月10日

（休日の場合は直前
の金曜日）

13:00～16:00

健康体操　ひまわり会 毎週月・金曜日 10:00～11:30 大内地区子ども会育成連絡協議会 主に土・日曜日

糸東空手道スポーツ少年団・古武道 毎週日曜日 9:00～13:00
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・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 

【カラー版おおうちだよりが見れます！】 

本所おけら長屋 18 畠山 健二 

切腹屋 岩井 三四二 

ケーキの切れない非行少年たちのカルテ 宮口 幸治 

直訳してはいけない英語表現200 牧野 高吉 

へんしんロボット あきやま ただし 

◆日 時 4月15日（土）9:30～10:30 

◆場 所 育成学校前の「仁保川」河原 

◆対象者 幼児(保護者同伴)、小学1～4年生程度 

◆定 員 20人程度 

◆持参物 小さなバケツ、タオル、汚れてもいい服装 

     （長靴があると便利です） 

◆申込先 大内地域交流センター ☎927-0473 

◆締 切 4月12日（水）正午 

◆主 催 大内子ども夢クラブ運営協議会 

※天候や川の水量によって中止することがあります。 

○日 時：4月8日（土）・15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（先着順） 

○参加費：1,500円（2回分、テキスト代含む）  

     ※初回受講時に徴収 

○その他：パソコン持参のこと（パソコン貸出可） 

○申込み：大内地域交流センター ☎927-0473  

地域交流センター周辺を散策しながら、 

「花」や「野草」、「景色」などをスマホ

やデジカメで撮影し、パソコンに取り込

み補正する講座です。 

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≫ 

 大内まちづくり協議会による

カレンダーが完成しました。 

地域の児童生徒の標語や大内ら

しい素敵な風景写真を掲載！ 

地域・学校行事の予定等も記載

されています。受け取りは大内

地域交流センターまで。 

〇問合せ先  

 大内まちづくり協議会  

 ☎996-5798 


