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11月 2日（日）やま ぐちリフレッシュパーク にて「第 3回山口市地区対抗男子9人制 バレーボール大会」が
開催され ました。
大内地 区は予選リーグで平川 、阿東と対戦 。いずれも 2- 0のスト レート勝ちで全 勝し、決勝トーナメン
トに進出 しました。準決勝では 白石に 2-0で 勝利、決勝では吉敷に 2- 0で勝利し、 全試合、 1セットも落 と
すことな く、優勝の栄冠を勝ち 取りました。
選手、 スタッフの皆さん、優 勝おめでとう ございます。大変お疲 れ様でした。

大内地 区には、車の交通量が 多く危険な箇 所もたくさんあります 。ここ数年子 どもの交通事故も多く 発
生してお り、今年度も既に十数 件の接触事故 が発生しています。小 中学校でも交 通マナーや登下校時に お
ける立哨 指導などの指導は行わ れていますが 、学校だけの取り組み には限界があ ります。
大内っ 子まもり隊としても、 これまで主に 小学生を対象に下校時 の見守り活動 を行ってきたところで す
が、今後 も、学校・家庭・地域 が一体となっ て、子どもたちを見守 る体制を強化 するとと
もに、子 どもの交通マナーの向 上を目指して いきたいと考えており ます。
しかし ながら、中学生の下校 時の安全確保 については、時間帯が 広範にわたる こともあ
り、会員 の活動のみでは限界が あることから 、住民の皆さんも子ど もの下校時に 家の前に
出て見守 りをしたり、声かけを 行っていただ く等できる範囲でのご 協力をお願い します。

★参考★

大内中学校の下校時刻
11月～ 12月：17時、1月： 17時 15分、2月：17時 30分、3月：18時
伸びゆく大内

人の輪

夢の輪

地域の輪

２０１４年１１月１５日号

◆日 時
◆場 所
◆定 員
◆参加費
◆持ち物

11 /27( 木) 9: 30～1 3: 00
大内地域 交流センター
2 0名(先 着順)
※今回は託 児がありません
300円
エプロン 、三角巾、手ふきタオ ル

◆申

大内地域 交流センター

込

★ ＭＥＮＵ ★
・岩国寿司
・金時豆の煮物
・旬の和え物
・菊花豆腐すまし汁
・果物

℡9 27- 047 3

◆コース
乗福寺・ みづち伝説→上田鳳陽 居住地跡→
二番大師 →伽藍跡→愛宕社・大 師様一群→
御堀神社 →一番大師・土饅頭

◆日
時 11月 30日 （日）1 3: 00～（少雨決 行）
◆集合場 所 乗福寺入口駐車場 （駐車台数に 限りがありま
すので、 可能な限り車のご利用 はご遠慮くだ さい。）
◆定
員 3 0名（対象 ：中学生以上、参加 無料）
◆講
師 史跡案内 大内史 談会 写真指 導 古本賢亮氏
◆主
催 大内まちづくり協 議会
◆申 込 先 大内ま ちづくり協議会 ℡ 05 0-1265-7 06 3
◆持 参 品 飲料水 、手拭き、軍手、運動靴
※少し 山に入りますので、そ の準備をお願 いします。

恒例の クリスマス会です！み んなで楽しい
時間を過 ごしませんか？
今年も サンタさん来てくれる かなぁ…

12月9日（ 火）10: 00～ 1時間程度
大内地域交流センタ ー
乳幼児とその保護者 25組
ミニコンサート「し ゅふーず」の 皆さん
楽しい工作 など
◆申 込 大内地域交流センタ ーへ（℡9 27 - 047 3）
11月17日（月） 受付開始
※お子 さんの年齢（月齢）を お知らせくだ さい
◆主 催 山口市母子保健推進 協議会大内地 区

◆日
◆場
◆対
◆内

時
所
象
容

銀翼のイカロス

池井戸

潤

翳りの城

三吉

ボブという名の
ストリート・キャット

ジェームズ・ボーエン

一生作り続けたいおかず

田中

子どもの写真整理術

Ｅｍｉ

・本を借りる時は、事務室の貸出ノートに記入して下さい。

住まい方ハンドブック１

近藤

典子

・返す時は事務室に持ってきて下さい。

おばけトリックアート

北岡

明佳

・初めて借りる人は、登録カードを作ります。

クレヨンどうぶつなぁーに？

高氏

雅昭

眞一郎

伶子

・1回につき、一人3冊まで借りることができます。

※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。

伸びゆく大内

人の輪

夢の輪

地域の 輪

