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夢の輪
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9月 27日、大内中学 校で「あたりまえ 1 0箇条」の看
板除幕式 がありました。
「あた りまえ1 0箇条」とは、大内中、大内 小、大内
南小、小 鯖小の児童・生徒を対 象に「自分た ちに必要
なこと」 についてアンケート調 査を実施し、 大内中の
生徒が集 計を行い、1 0項目の決まりをまとめ たもの
で、大内 ・小鯖地域教育ネット が看板にしま した。
除幕式 には大内中学校区 4校の児童・生徒と 地域教
育ネット の関係機関等の約 255人が参加、大内 中3年の
生徒会長 阿部宥紀子さんが「大 内中学校区の 児童・生
徒として 誇りを持ち、あたりま えのことがあ たりまえ
にできる ようになりたい」と決 意表明をしま した。
看板は 大内中学校のほか、大 内小、大内南 小、小鯖
小、大内 地域交流センターに設 置されました 。

看板を除 幕する児童・生徒たち

あたりま え10箇 条を唱和する児童・生徒たち

伸びゆく大内

人の輪

男性 １１，２５６人

２０１４年１０月１５日号

9月 21日、やまぐち リフレッシュパークにて 大内地区
スローピ ッチソフトボール大会 が開催されま した。
地区内 13チー ムが参加し熱戦を繰り広げま した。
結果は 右のとおりです。

優

勝

中 矢田B ・ 高芝 （合 同）

準 優勝

小野

第 三位

下 千坊

菅内

優勝した 中矢田B（高 芝）合同チーム

準優勝し た小野自治会

大内ま ちづくり協議会では、 大内の自慢で きる風景や行事の写真 を募集してい ます。
〈応募規 定〉平成26年 10月1 日から12月 31日までに撮 影したもの。
〈応募方 法及び締切り〉 2Lの大きさの写真を 所定の応募用紙に貼付 し、撮影場所 の地図、写真の解
説・感想 を記入の上、応募して ください。
応募用 紙は大内まちづくり協 議会事務局か 同 W EBページで入手できます。
応募い ただいた作品（春・夏 ・秋・冬）の 中から、最優秀賞（ 1 点）、優秀賞（ 2点 ）、入選（5点）を
選びます 。
その他 詳細は、大内まちづく り協議会にお 問い合わせいただくか 、同 W EBページを ご覧ください。
※「冬 （1月1日～ 3月 31日）」 の写真も後日、 おおうちだより等を通 じて募集しま す。
〈応募・ 問合先〉大内まちづく り協議会（大 内地域交流センター内 ）
℡ 050- 1265-7 063

平成 27年1月9日（金）締 切
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子育て 中のパパ・ママへ。子 育ての合間に 、心と体をリフレッシ ュして親子で 楽しくほっとする時間
をつくっ てみませんか？がんば っているパパ とママへの応援講座で す。
◆回

数

2回（内 容は以下のとおり）

◆会

場

大内地域交流セン ター

◆対

象

乳幼児とパパ＆マ マ

◆持参 物

運動できる服装、 水筒、タオル

◆申込 先

大内まりづくり協 議会

回

1

℡ 05 0-1265-7 06 3

時期

1 0/ 31（金）締切

内容

11月8日（ 土）
1 0: 00～11: 30
大内地域 交流センター
大集会 所
1 2月12日（ 金）
1 0: 00～11: 30

講師

「親子で 楽しむスキンシップと
コミュ ニケーション」

親子ヨ ガインストラクター
井谷 美穂 さん

・語らい カフェ（託児有り）
みんな で楽しく子育て！
「リズム に乗って！
～心 とからだのリフレッシ ュ！」

2
大内地域 交流センター
講堂

・語らい カフェ（託児有り）
パパ＆ ママライフを楽しむ秘 訣！

健康体 操
清王 節子

さん

小さな頃 から大切な「食育」に ついて、お子 さんと一緒に学んでみ ませんか？
講師の分 りやすく楽しいお話と 子どもと一緒 にできる調理体験を行 います。ぜひ ご参加ください！
◆日

時

11月1 0日（月）1 0： 00～1 2： 00

◆講

師

栄養士ネットワー クぽこぽこ

◆会

場

大内地域交流セン ター

◆対

象

2歳以上 の未就園児とその保護者 （先着 1 0組）

栄養士

◆持参 物

エプロン、三角巾 、タオル

◆申込 先

大内地域交流セン ター

◆主

山口市母子保健推 進協議会大内 地区

催

℡ 08 3-927- 047 3

山口市中央図書館（ 以下、中央図書館）で は、11月15日（土） の図書館まつりで ブックリサイクルを開
催します 。ご家庭で読まなくな った本を提供 していただける方は、 11月1 0日（月） までに中央図書館か山
口地域の 各地域交流センターへ お持ち下さい 。
なお、 汚れ、破損のひどいも の、百科事典 、文学全集、専門書、 資料等は除き ます。
問合先

中央図書館

℡ 08 3-901-104 0

※中 央図書館は1 0月14日（ 火）～1 0月 21日（火）までシス テム更新のため休 館となります。
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大内地区 人権学習推進協議会で は、「人とし て共に生きる大内のま ちづくり～豊 かなじんけんの心
をひろげ よう～」をテーマとし てじんけん学 習まちづくり大会を毎 年開催してい ます。
今年で 21回目を迎え る今大会は、前周南市 教育長の坂本昌穂氏を お招きし講演 をいただきます。
坂本氏 は元高校教師で昭和5 3年には南陽工 業高校野球部の監督と して故津田恒 美投手を擁し、甲子
園に春夏 連続出場されました。 また平成 5, 6年には光高校野 球部を率い夏の甲子園 に 2年連続出 場され
ています 。演題は「優しき勇者 」です。是非 、多数の皆さまにご来 場いただきま して、講演を聞いて
いただき たく存じます。 大会日程は下記のとおりです。

１３：００ 開

会

１３：３０ 意見発表

１４：００ 講

演

オープニングは大内吹奏楽団の演奏です。
大内小学校６年

佐々木 麻衣さん

大内南小学校６年

吉松 真之介さん

大内中学校２年

片山 沙耶さん

西京高等学校２年

阿部 未月さん 岸本 美咲さん

『優しき勇者』
前周 南市教育長
坂本

１５： １０ 合

唱

１５：３０ 閉

会

元南陽工業高校野球 部監督
昌穂

先生

「 大内中学校合唱 団」に歌っていただき ます。

※手話通訳がつきます。必ず上履きをお持ち下さい。

アクアマリンの神殿

海堂 尊

つばき

山本 一力

自分を好きになる方法

本谷 有希子

作りおきそうざい

主婦の友社

和の離乳食

野崎 洋光

しんでくれた

谷川 俊太郎

・返す時は事務室に持ってきて下さい。

グリム童話 ロバのおうじ

バーバラ・クーニー

・初めて借りる人は、登録カードを作ります。

こりすのはつなめ

浜田 廣介

伸びゆく大内

・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。

※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。
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