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 ＪＡ山口中央大内支所前： 

   5・19日(水 )  10:00～10:40  

 小京都ニュータウン集会所： 

   12（水）・26日(水 )  15:30～16:10 

◆まつり日 4月 13日（日） 当プログラムは 14：00頃  

◆条  件 右記練習日に必ず参加できること。 

◆募集人数 20名～30名程度 

◆申 込 先 大内地域交流センター(TEL 927-0473） 

      3/ 14（金）まで 

 予   告    

 4月から、ＪＡ山口中央大内支所に来ていた移

動図書館ぶっくんの位置が大内地域交流セン

ター事務所前駐車場に変わります。 

 今年の大内まつりでは、みんなで楽しめるイベントの一つとして、ＡＫＢ４８のヒッ

ト曲「恋するフォーチュンクッキー」を来場者の皆さんといっしょに踊るプログラムが

予定されています。そこで、大内中学生の皆さんにステージの上で振り付けなど手本と

なって踊っていただける方を募集します。めったにないこのチャンスを逃すな！ 

◆日 時 4月2日（水） 15：00～17：00 

◆場 所 スタジオＦ（大内長野） 

◆持参物 タオル・水・室内シューズ 

◆服 装 ジャージ 

北の街物語 内田 靖夫 

去年の冬、きみと別れ 中村 文則 

なぎさ 山本 文緒 

丸の内タニタ食堂 タニタ 

世界でいちばん美しい街、 

愛らしい村 
ＭdＮ編集部 

HUG! earth 丹葉 暁弥 

ならびました 五味 太郎 

チャイクロ 高田 恵以 

1日 土 

子どもお菓子づくり教室 10:00～ 大内地域交流センター 
15日 土 

子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 子ども鷺流狂言教室 15:00～ 大内地域交流センター 

子ども鷺流狂言教室 15:00～ 大内地域交流センター 16日 日 歴史講座 13:00～ 氷上公民館 

3日 月 体協役員会 19:00～ 大内地域交流センター 17日 月 第2回 出勤前の朝活 7:00～ 大内地域交流センター 

5日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 
22日 土 

オープン戦観戦バスツアー 8:30～ 福岡ヤフオクドーム 

11日 火 母子相談 10:00～ 大内地域交流センター 子ども生花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

15日 土 英語でメッセージを送ろう 13:00～ 大内地域交流センター 26日 水 子ども手芸教室 15:00～ 大内地域交流センター 

●

二義少年の碑

●
県
道

山
口
秋
穂
線

●

国
道
2
6
2
号

至 防府

至 宮野

至 仁保

●

●

現地

長野八幡宮

やまぐちリフレッシュパーク

宮ノ馬場公民館

至 大内郵便局

●

中央消防署 大内出張所

これはおいしい

アッハッハ

ＴＥＬ・ＦＡＸ／０８３－９２７－０４７３ 

地
区
旗 

   

山口市大内矢田北一丁目１０番１１号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１４年３月１日号 

発行／山口市大内地域交流センター（旧公民館） 
人口 ２２，９２３人　 男性 １１，０２９人

世帯 ９，２５３世帯 女性 １１，８９４人

 大内まちづくり協議会では、地区内にある遊休農地を有効活用

するためのモデル事業として、ふれあい農園の利用者の募集、斡

旋を行います。 

 野菜作りは収穫の喜びを味わえるだけでなく、余暇時間の有効

活用や健康増進、さらには地域の環境づくりにも貢献できるもの

です。このモデル事業では作物の斡旋や栽培にあたってのアドバ

イスも行っていく予定です。ぜひこの機会を利用して野菜作りを

楽しんでみませんか。 

■場 所  山口市大内長野１８０    ■給水場 有（水路、川を利用） 

■区画数  １５区画           ※貸農具やトイレはありません。 

■区画面積 ３０㎡（植栽可能面積） 

◆期  間 平成26年4月～平成27年3月（契約で定める）  

◆区  画 原則 1世帯 1区画 

◆利用料金 3,000円/年間/区画 

◆利用上の注意 

         ・栽培作物は野菜、草花に限る 

         ・収穫物を営利目的で販売しないこと 

◆対  象 大内地区に居住し、大内まちづくり協議 

      会が行うモデル事業に関する意見交換会 

      に参加できる方 

◆申込方法  3月28日（金・必着）までに、〒住所、 

      氏名、電話番号を大内まちづくり協議 

      会事務局（TEL 050-1265-7063、FAX 

      083-927-0473 ,またはメール 

      ouchi machizukur i@yahoo.co. jp)のいず 

      れかでお知らせ下さい。 

※応募数が募集区画数を上回ったときは抽選となります。 



 ３月１５日（土）・１６日（日）の週末、郷土文化の楽しいイベントが氷上地区で開催されます。 

 皆様のお越しを心よりお待ちしています。 

２０１４年３月１日号 

 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 朝の時間を有効に利用することは、自分のやる気を出すにも、脳の

働きを活性化させるためにもとても大切なことです。その貴重な時間

を仕事や生活の幅を広げるための時間に使いませんか。 

 第2回の朝活は、ＴＹＳ横溝アナウンサーを講師に迎え、「人に伝わ

る話し方」と題し、話し方のプロからそのスキルを学びます。仕事で

も私生活でも役立つこと間違いなし！ぜひご参加下さい。 

講 師：横溝 洋一郎 氏 
     テレビ山口株式会社（ＴＹＳ）アナウンサー 
内 容：「人に伝わる話し方」 

■日 時 3月 17日（月） 7 :00～8:00 

■会 費 100円（会員制で会費は各回お支払いいただきます） 

■場 所 大内地域交流センター  

■その他 朝食はパンとコーヒーを用意します 

■定 員 15名  ■申込み 大内地域交流センター TEL 927-0473 

■日 時  平成26年3月15日（土） 13時30分から 

■場 所  興隆寺妙見社（雨天の場合は、氷上公民館） 

■その他  どなたでも自由にご覧いただけます。 

      駐車場が少ないため、お近くの方は徒歩か自転車で 

      お越しください。 

 

今年のプログラムは、昨年に続き、今年還暦（60周年）を迎える山口鷺

流狂言保存会から県指定無形文化財鷺流狂言技術保持者を中心とした「狂

言」を筆頭に、地元カンガルーポケットの子どもたちのお遊戯、大内地区

の子どもたちをはじめとする「子ども狂言教室」の皆さんによる狂言、

「雅楽」、昨年の朝の連続ドラマ「あまちゃん」のテーマ曲を演奏した

「あまちゃんスペシャル・ビッグバンド」に参加した3名を含む「Ｂａｎｄ

ａ Ｋａｚａｌｉｓｔｅ（バンダカザリステ）」の打管楽器による心躍る

音色とハーモニーの生演奏など、ますます充実しています。 

 お子様からお年寄りまで、誰でも楽しめる「山寺コンサート」です。ご

家族・お友達、お誘い合わせの上ご来場ください。  

 ３月１５日（土）・１６日（日）の週末、郷土文化の楽しいイベントが氷上地区で開催されます。 

 皆様のお越しを心よりお待ちしています。 

２０１４年３月１日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

◆日 時  第 1・第3金曜日の部  

      第2・第4月曜日の部  

      いずれも 13：30～ 15：30 

◆場 所  大内地域交流センター 

◆会 費  月2回 2,000円 

◆教 材  当会で取り揃えます。 

◆その他  大内地区に在住の方で継続 

      して出席できる方。 

      年齢は問いません。 

◆申込み  萩野 孝次（925-3737）まで 

 空手道の稽古で 

 礼節を身につけ、 

 体力・気力を充 

 実させることが 

 できます。 

 

■入会条件 幼稚園年中以上 

      （一般も可） 

■練習場所 大内地域交流センター 

■時  間 毎週日曜日 

      午前 10時～ 12時 

 ※体験練習もできます。 

 

■申込み  金沢 興尚 

      （083-922-2669）まで 

■日 時  平成26年3月16日（日） 13時から15時30分 

■会 場  氷上公民館 

■講演会  演 題 ：「氷上山興隆寺の歴史とその旧境内」 

■講 師  山口大学人文学部准教授 真木隆行先生 

■ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ 講演終了後、古の氷上山興隆寺の境内を徒歩にて散策します。 

     （荒天の場合は、中止することもありますのでご了承下さい） 

■申込み  大内地域交流センターに電話又はＦＡＸでお申し込みください。 

      電話・ＦＡＸとも927-0473 定員50名（大人） 

 

大内氏は、中興の祖第24代弘世のとき、防長二州の守護となり、正平15年（1360）頃、政治の中心を山口盆地

（大殿地区）に移し館を構えるまで、ここ大内地区に住んでいたといわれています。 

館が移された後も、大内地区には、氏寺氷上山興隆寺や氏神妙見社、日吉山仁平寺、南明山乗福寺など、大内文

化の礎を築きその発展に大きく寄与した宗教的な中心は残され、その後の200年にわたる大内氏の発展を精神的に支

え続けました。 

ここ氷上の谷間は、大内氏の氏寺興隆寺の大伽藍があったところです。 

本講座では、興隆寺に関わる歴史と旧境内について、講座とフィールドワークの両面から迫っていきます。大内

文化の発祥の地である大内地区、中でも氏寺興隆寺、氏神妙見社のあった氷上地区の忘れてはならない歴史を皆さ

んとともに学習し、郷土愛を深めていきたいと思います。  


