
 

 

 

 
 第２６回大殿ふるさとまつりが１１月１０日（日）９時３０分から大殿地域交流センター、山口ふ

るさと伝承総合センターの２会場で開催されます。今年は新企画イベントがあり、山口ふるさと伝承

総合センターにて、「山口大×脱出ゲーム」や「クラフト展（ものづくり体験）」が実施されます。ま

た、２会場をつなぐライブ配信でまつりの様子をチェックすることができます。詳しくは大殿ふるさ

とまつりのチラシをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お魚さばきの基礎を学んでみませんか？さばいた後は、みんなでお魚フライ定食を作っていただき

ましょう。 

●日時 １２月８日（日）１０時～１４時 

●場所 湯田地域交流センター 食品加工室 

●対象 中学生以上の大殿地域住民 

●定員 先着８人 

●講師 studioCOCON 椎木 氏 

●参加費 ５００円   

●持ち物 マスク、エプロン、三角巾、手ふきタオル 

●託児 あり（要申込） 

●募集期間  １１月５日（火）８時３０分から 

２２日（金）１７時まで 

●申込 大殿地域交流センター 

☎０８３-９２４-５５９２ 

令和元年１１月１日号  ＮＯ．１２８ 

令和元年９月３０日現在（登録上） 

大殿地区世帯数   ３，９２３戸 
大殿地区人口    ７，７０５人 

内 男性    ３，６７６人 
    女性    ４，０２９人 

発行：大殿地域交流センター活動推進委員会 
山口市大殿大路１２０番地４ ＴＥＬ：９２４－５５９２ ＦＡＸ：９２４－５５９７ 

 電子書籍のアドレスはこちら ☛☛☛ http://y-ebooks.e-manager.jp/  
（または「Ｙｂｏｏｋ」で検索！）Ｙｂｏｏｋで、大殿センターだよりを「カラー」で見よう！ 

センターだより（11/1号）
とともに配布している、ふる
さとまつりのチラシにビン
ゴ用紙引換券が付いていま
すので、当日ご持参くださ
い。（宮野地区チラシを除く） 

バザー（うどん４００円）
の前売り券は、１１月１日
から交流センター事務室
にて販売します。 

昨年のステージ発表（太極拳） 

恒例のビンゴ大会で豪華賞品
があたるかも？！ 

大殿ギネスに挑戦しよう！ 
種目紹介（記録） 
★皮は長い友達 
（りんごの皮むき） ２８５ｃｍ 
★匠の技で早送り 
（大豆を皿から皿へ）２５秒８３ 
★スピードリンク・ラ・無念 
（ラムネの早飲み） １３秒２３ 
★仲良く二人でパン・ポン 
（お尻で風船わり） １３秒８０ 

スピードリンク・ラ・無念 

今年もたくさんのステージ発表、
バザー、展示が催されますよ♪ 

←人気のタピオカ 
ドリンクを飲もう！ 

１１月のおおどのおはな
しかいは、大殿ふるさと
まつり（１０時３０分か
ら交流センター２階講座
室）で行います。みなさ
んのお越しをお待ちして
ます♪ 

 ２会場をつなぐライブ配信は、交流センターや伝承センターの玄関
ホールのテレビまたはチラシのＱＲコードでご覧いただけます！ 

http://y-ebooks.e-manager.jp/


 

 

 

 

山口県の山や河はどうしてこんな形になって

いるのでしょうか？見晴らしの良い日に鳳翩山

の頂上から見た景色をもとに、山口県の地形や

地質の特徴を学んでみましょう。また、受講後

は、１２月７日（土）、ぜひ東鳳翩山に登ってみ

ましょう。 

●日時 １１月２３日（土・祝） 

１０時３０分～１２時 

●場所 大殿地域交流センター 講座室 

●定員 先着５０人 

●講師 加納 隆 氏 

（元放送大学山口学習センター客員教授  

山口大学名誉教授） 

●参加費 無料 

●申込 大殿地域交流センター 

☎０８３-９２４-５５９２ 

 
 山口県を代表する山である東鳳翩山に一緒に

登ってみませんか？頂上は、３６０度のパノラ

マで、天気の良い日には九州の山々も望めます。

また、登山途中も絶景の眺めが楽しめます。登

山が初めての方も経験者の方も大歓迎ですので、

ぜひご参加ください。 

●日時 １２月７日（土）９時～１２時３０分 

※雨天中止 当日の朝、参加者へ連絡します。 

●集合場所 ８時５０分一の坂運動公園駐車場 

※交通手段がない方は、ご相談ください。 

●参加費 無料 

●持ち物 飲み物、タオル、軽食、その他各自

必要なもの 

●申込 大殿地域交流センター 

☎０８３-９２４-５５９２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●日時 １２月９日（月）１０時～１３時 

●場所 大殿地域交流センター 調理室 

●対象 大殿地域在住の方 

●定員 先着１５人  ●参加費 ２００円 

●内容 野菜たっぷりの減塩レシピ（秋冬編）

で調理実習・試食 

●持ち物 エプロン・三角巾・手ふきタオル・

食器用タオル２枚 

●募集期間 １１月５日（火）～２０日（水）まで  

●申込 大殿地域交流センター 

☎０８３-９２４-５５９２ 

●問合せ 食生活改善推進員  

正岡 ☎０８３-９２５-１６６１ 

 
●日時 １１月３０日（土）１５時～ 

●集合場所 大殿地域交流センター 

●内容  

・１５時～１６時（大殿地域交流センターにて）

市歴史民俗資料館の担当学芸員による座学 

・１６時１５分～１７時  

特別展「大内氏のトビラ」観覧（市歴史民俗資料館にて） 

・１７時３０分～  

希望者のみ懇親会（イタリア食堂ベケにて） 

●参加費 無料（懇親会代は各自負担） 

●定員 先着３０人 

●申込 １１月２２日（金）まで 

大殿地域交流センター ☎０８３-９２４-５５９２  

 
 大殿地区体育委員会では、市駅伝競走大会の

ランナーを募集しています。大殿地域のランナ

ーとして、一緒に走ってくれる方、走ることが

好きな方であれば大歓迎です。 

●日時 令和２年１月１９日（日） 

スタート９時３０分～ 

●場所 山口きらら博記念公園 

●対象 中学生以上 

●距離 1.9㎞から 4.3㎞まで 

（５区間） 

●申込 １１月１５日（金）まで 

大殿地域交流センター☎０８３-９２４-５５９２  

 

11/23 の講座を

聞いて自分の足で

登れば、ふるさと

の山が一層身近に

なるでしょう。 



 

 

 
乳幼児のご家族の皆さん、お子さんと一緒に

遊びにきませんか。初めての方でも大丈夫！子

育てで不安なことを母子保健推進委員に相談で

きます。ぜひご参加ください。 

●日時 １１月１４日（木） 

    １０時～１１時３０分 

●場所 大殿地域交流センター 和室 

●参加費 無料   

●申込 不要 

●問合せ 浅原 ☎０８３-９２１-２５１０ 

※１２月の開催日は１２日（木）です。 

 

 
 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 １１月１１日（月） 

１４時～１５時３０分 

●場所 市保健センター ２階 

●対象 平成３１年４月１日から令和元年６月 

３０日の間に生まれた乳児とその保護者 

※受付は随時行います。 

・所要時間は１５分程度です。 

・対象者にはハガキでご案内いたします。 

●問合せ 市立中央図書館 

☎０８３-９０１-１０４０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●日時 １１月１８日（月） 

１０時～１１時３０分（集合９時５０分） 

●場所 大殿地域交流センター 講座室 

●講師 伊藤 美登里 氏 

（済生会山口総合病院 感染管理認定看護師） 

●内容 感染症の予防と対策 

～お子さまの健康を守るために～ 

●定員 先着１０人 

●対象 乳幼児の保護者 

●参加費 無料 

●託児 あり（３カ月未満は応相談） 

●募集期間 １１月１１日（月）まで 

 
●日時 １２月７日（土） 

１０時～１１時（集合９時５０分） 

●場所 大殿子育てひろば「キラ◇きら」 

●内容 県立大学の学生さんとクリスマス会を

楽しみませんか？ 

●定員 先着８組 

●対象 乳幼児と保護者 

●参加費 お子さま一人につき１００円 

●募集期間 １１月１４日（木）～２８日（木） 

●申込・問合せ 大殿子育てひろば「キラ♢きら」 

☎０８３-９３２-６７７８ 開館時間 祝日を

除く月・火・木曜日１０時～１６時 
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大殿中学校にオーケストラがやってくる！ 

 ●日時  １１月１２日（火）１３時３０分～１５時 
●場所  大殿中学校屋内運動場 
●入場料 無料 
～プログラム～ 
テ・デウムより「プレリュード」…シャルパンティエ作曲 
ヴァイオリン協奏曲集「四季」より《春》の第一楽章･･･ヴィヴァルディ作曲 
ずいずいずっころばし（木管五重奏）･･･童謡 
魔法使いの弟子･･･デュカス作曲 
ウイリアムテル序曲より「スイス軍の行進」･･･ロッシーニ作曲 
オーケストラと大殿中学校３年生が共演！混声四部合唱「ふるさと」 
校歌を歌おう！ 
オペラ「カルメン」より･･･ビゼー作曲 

 

大殿中校歌をオーケスト
ラバージョンで編曲して
いただいています。 
松田校長が指揮します。
みんなで一緒に歌いませ
んか？ 



 

 

大殿小ＰＴＡあんぜん・あいさつの日は、１１月５日（火）・１８日（月）です。 
地域の皆さん、ご理解とご協力をお願いします。 

 
●日時 １２月４日（水）  

受付 ９時～１０時 

●場所 市保健センター（糸米二丁目６番６号） 

●対象 市民で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 

●内容 血管年齢測定、健康運動指導士による

血管しなやかストレッチ、体組成測定、 

保健師・管理栄養士との健康相談、各種展示（高

血圧について）など 

●参加費 無料 

●申込 不要  

受付時間内に会場にお越しください。 

●持ち物 各種健康診査結果、健康手帳（お持

ちの方） 

※体組成測定のご希望のある方は裸足
は だ し

になれる

服装でお越しください。 

●問合せ 市保健センター 健康増進課 

☎０８３－９２１－２６６６ 

 
●日時 １１月１６日（土） 

●場所 大殿中学校 各教室および屋内運動場 

●日程 授業参観（各教室） 

９時４０分～１０時３０分 

講演会（屋内運動場） 

１０時４０分～１２時１０分 

●演題 自分らしく生きる 

～一人ひとりの生き方が尊重される社会へ～ 

●講師 清水 展人
ひ ろ と

 氏 

（一般社団法人 日本ＬＧＢＴ協会 代表理事） 

※本校には、十分な駐車スペースがありません

ので、自家用車による来校はご遠慮ください。

自転車でお越しの方は、北門（給食調理場）か

ら入り指定の場所に駐輪してください。 

 また、授業参観用に上履き（スリッパ）をご

持参ください。ただし、講演会場の屋内運動場

では使用できませんので、必要な場合は、屋内

運動場専用の履き物（体育館シューズ）をあわ

せてご用意ください。 

 
市民の皆さんと市長が気軽に語り合う「やま

ぐち車座トーク２１」を開催します。どなたで

も参加できます。 

・大殿地域のことを話題に、市長や地域の皆さ

んと一緒に語り合いましょう。 

・市政について、皆さんからのご意見やご提案

を市長が直接お聴きします。 

●日時 １１月１８日（月） 

１９時～２０時３０分 

●会場 

大殿地域交流センター 講堂 

●内容  

・市政報告（令和元年度予算主要事業、前年度

の移動市長室における意見等への対応状況） 

・自由意見の交換（市政や地域づくりなどにつ

いての意見交換） 

※ 天候（警報発令）、その他事情により、やむ

を得ず開催日時を変更する場合があります。 

●問合せ 広報広聴課  

☎０８３－９３４－２８８４ 

 
 ９月２６日（木）大殿地域交流センターにて、

大殿地域の食生活改善推進委員さんに、カルシ

ウムがしっかり取れるメニューを教わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～メニュー～ 

・鮭チーズごはん  

・チーズの羽つき

ぎょうざ  

・お手軽チョレギ 

サラダ 

・ほうじ茶プリン 

 

    

    
    

    

    
        

    

    
        

チーズで作った羽が
好評でした♪  


