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地
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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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人口

２３,３８７ 人

世帯

男性

１１,２１１ 人

９,５６６ 世帯 女性

１２,１７６ 人

○通行止 め： 4/19 （日） 9:00 ～ 16:00

大内地域交流
センター

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

大内地域交流センター
山口市大内矢田北1丁目10番11号

協力賜りますようよろしくお願いいたします。

会場では、各団体の演技・歌などの発表や、はしご車・起震車体
験、各種販売などがあり、さらに前回に引き続き、みんなで楽しめ
るダンスや歌など参加型のイベントもあります！
屋内でもいけ花・手芸・絵てがみなどの体験教室も行われます。
※くわしくは同時に配布されているプログラムをご覧ください。

《お詫 びと訂正》
3月15日号の「 大内っ子まもり隊から
恒例の「 大内っ子まもる日」を 下記のとお り開催しま

のお願い 」の記事の中で大内中 学校の

す。新学 年のはじめに、子ども 達と一緒に下 校し、登下校

下校時刻 に一部誤りがございま したの

の安全へ の意識を高めましょう 。

でお詫び して訂正いたします。

記
（正）大内中学校の下校時刻

●大内小 学校

4月～9月…18:30 10月…17:45

4/14 （火） 15： 00～

（誤）大内中学校の下校時刻

●大内南 小学校

4月～9月…18:30 10月～3月…17:45

4/16（木 ） 14 ：00～
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「環境 を守る」ための様々な 活動が、日本 各地で行われています 。
山を守 る、川を守る、生き物 を守る、空気 を守る、等々、いろい ろな活動があ ると思います。
今回も 「仁保川の環境保全」 の一環として 、そして、子ども達の 「生物愛護の 精神」を育むための活
動として 、大内地区の北側を流 れる「仁保川 」に、アユの子どもを 放流します。
「川」 と「魚」を体験する貴 重な機会です ので、多くの子どもた ちの参加をお 待ちしています。
◆日

時

4月 11日（土）9: 30～1 0: 30

◆場

所

育成学校 前の「仁保川」河原

◆ 対象者

幼児 (保護者同伴)
小学校 1 ～ 4 年生程度

◆定

員

30人程度

◆ 持参物

小さなバケツ、タオル

◆申

4月 10日（ 金）の午前中までに、

込

大内地域交流センタ ーへ
℡927- 047 3
◆ その他

※前日や 当日の天候及

汚れても 良い服と靴で来てくだ さい。 び川の水 量によって
（長靴があると便利 です）

は、中止 することがあ
ります 。

あなた は普段、意識して体を 動かしていま すか？「運動したいけ ど忙しくてで きない…」そう思って
いる「歩 数アップ初心者」の皆 さん、日常生 活のちょっとした工夫 で無理なく歩 数を増やすことができ
ます。ご 家族やご友人、職場仲 間など誘い合 ってお申し込みくださ い。
☆ 3か月連続で記 録表を提出した方の中から抽 選で健康づくりに役立 つグッズをプ レゼントします☆
◆対象者

山口市民、また は通勤・通学 されている方

◆チャレ ンジ期間
◆内

容

5月1日（金 ）～7月 31日（金）の 3か月間

①自分の目標を 決める
②歩数アップに チャレンジ
③毎月、歩数ま たは歩いた時 間を記入した記録表を 提出する
④応援メッセー ジつきの記録 表が返却される

◆参加費

無料（ ただし記録表の郵送料 は実費負担）

◆申込方 法

申込書 に必要事項を記入し、 4月2 4日（金） までに窓口持参・郵送 ・ FAX・ メール・電
話のいずれかで お申し込みく ださい。

◆申込場 所

市保健 センターまたは地域交 流センター

※チラシ ・申込書は申込場所に あります。市 のウェブサイトからも ダウンロード できます。
◆問合せ 先 市保健セ ンター（℡92 1-2666 E-Mail ：k enk o@c ity. yama gu ch i. lg. jp ）
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平成 27年度のパソコ ン講座の予定をお知ら せします。
今年度 はより分りやすくする ため、昨年度 よりも回数を増やし、 W ord、 Exce l
の基礎的 な部分から始めます。
各テー マごとに時期が近づい たら、募集記 事が「おおうちだより 」に掲載され
ますので 、興味のある方は是非 お申し込みく ださい。

時期

テーマ

内容

5月

Word① 町内会用の文書作成

Wordの基礎的な操作を交えて町内会の回覧板の原稿の作成

6月

Excel① 表計算の基礎

Excelの基礎操作を中心に教えます

7月

デジカメ① 写真データの取込みと修整

写真データをフォトギャラリーでパソコンに取込み整理を行う

9月

Excel② 住所録の作成

Excelで住所録を作成

Excel＆デジカメ
オンリーワンのカレンダー作り

Excelのカレンダーファイルとデジカメで写した写真でオリジナル
のカレンダーを作成

裏技・便利機能

知っておくと便利なパソコン操作の効率を上げる機能や裏技を教え
ます

11月

Word② 年賀状の作成

年賀状の本文をWordで作成し、宛名面をExcelの住所録を使って
Wordに差込印刷機能で作成

2月

Excel③ 家計簿の作成

Excelで家計簿を作成

10月

下記の期 間はセンターの利用は できません。
◇県議会 議員選挙関係
○研修 室及び調理室：4 月8日（水）午後～ 12日（日）終 日
○その 他の部屋：4月1 2日（日）終日
◇大内ま つり関係
○研修 室及び調理室：4 月16日（木）午後～ 2 0日（月）終日
○大集 会場 ：4 月17日（金）15: 00～ 2 0日（月）終日
○その 他 の部屋： 4月18日（土）～ 2 0日（月）終日
※利用さ れている方に個別に連 絡はいたしま せんので御注意くださ い。
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4 月1日付人事異動 により、大内地域交流セ ンターから１名の職員 が転出となり ました。
これま で地域の皆様には大変 お世話になり ました。

２年間 大変お世話になり、
あ りがとうございました 。
大内地域交流センター
行政窓口担当 金 子

雅則

1日

水

民児協定例会

9:30～

大内地域交流センター

18日

土

大内まつり前日準備

13:00～

大内地域交流センター

4日

土

子どもいご講座

13:00～

大内地域交流センター

19日

日

第37回大内まつり

9:00～

大内地域交流センター

6日

月

大内体育協会

19:00～

大内地域交流センター

25日

土

子ども生け花教室

13:00～

大内地域交流センター

10日

金

福祉員会議

13:00～

大内地域交流センター

27日

月

絵本のお話し会

10:30～

大内地域交流センター

11日

土

アユの放流体験

9:30～

仁保川河原

総会

・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。

かわうそ

あさの あつこ

・返す時は事務室に持ってきて下さい。

満願

米澤 穂信

・初めて借りる人は、登録カードを作ります。

春の庭

柴崎 友香

※本は、みんなで利用するものです。大事にあつかってくだ

ビジュアル図解 心理学

植木 理恵

スーパー主婦足立さんの
お助けレシピ
かんたんがおいしい！

足立 洋子

いろいろバス

tupera tupera

どうぶつしんちょうそくてい
どうぶつたいじゅうそくてい

さい。もし破れたりしたら、返す時に声をかけて下さい。

文 聞かせ屋。けいたろう
絵 高畠 純
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大内地域 交流センター（1 0: 00～1 0: 40 ）
1・15・29日 （水）
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