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・ 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。 

・返す時は事務室に持ってきて下さい。 

・初めて借りる人は、登録カードを作ります。 

※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。 

下記の期間はセンターの利用はできません。 

◇大内まつり関係 

 ○研修室及び調理室：4月 10日（木）午後～ 14日（月）終日 

 ○大集会場 ：4月 10日（木）～ 14日（月）終日 

 ○その他 の部屋：4月 12日（土）～ 14日（月）終日 

  

◇市議会議員選挙関係 

 ○研修室及び調理室：4月 18日（金）午後～27日（日）終日 

 ○その他の部屋：4月27日（日）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。 

 大内だより2/15号

でお知らせしまし

たとおり、成人式

の写真ができてい

ます。写真の申し

込みをされた方で

受け取りがまだの

方は大内地域交流

センターに取りに

来て下さい。 

 これから総会シーズンに入り、センターの

印刷機の利用が多くなります。 

 一度に大量の印刷をする場合には、お電話

でもかまいませんので、利用の予約をしてい

ただきますようよろしくお願いします。 
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２０１４年３月１５日号 

発行／山口市大内地域交流センター（旧公民館） 
人口 ２２，９１０人　 男性 １１，０１６人

世帯 ９，２４８世帯 女性 １１，８９４人

 大内氏の時代から毛利氏の時代にかけて催

された氷上山興隆寺「二月会」の再興をめざ

している「山寺コンサート」の関連イベント

として、今年初めて、「童
どう

舞
ぶ

」のワークショッ

プが、３月２日（日）氷上公民館で開催され

ました。  

「童舞」とは … 

 雅楽
が が く

の舞の一種で、「元服前の子どもが舞う

舞楽
ぶ が く

」のことです。大内氏の時代の二月会で

は盛んに舞われていました。  
「源氏物語」では、十歳くらいの公卿の子

どもが天皇の前で舞楽を舞って褒められたと

いう場面もあることから、現在でもそうです

が、このような子どもの舞は、 厳
おごそ

かな儀式に

おいて、和やかな雰囲気を演出する要素が

あったのではないでしょうか。 

 通常、４人で舞われますが、興隆寺の二月

会では、８人で舞われていたらしいとする記

述が見えます。（『大内村誌』）  

 このワークショップは、大内氏の時代、「二月会」で催さ

れていた「童舞」の復元を目指した取り組みで、広島の呉市

出身の三浦先生（「山寺コンサート」では雅楽篳篥
ひちりき

の奏者と

して活躍されています。）を講師に、童舞の歴史を学んだ

後、童舞の一つ「胡蝶
こちょう

」を実際に舞ってみました。 

見た目は太極拳のようなゆったりとした舞で、最初は、先

生の後ろで、先生のお手本に合わせるのに苦労していた子ど

もたちも、最後には、先生より前で堂々と舞えるまでになり

ました。 

このような「童舞」のワークショップが山口市で開催され

たことはなく、地元氷上の皆さんをはじめ市内外から舞や雅

楽の愛好家が集まりました。 

今回のイベントは、氷上子ども会の皆さんの御協力によ

り、成功裏に終えることができましたが、今後も発展的な取

り組みをしていただき、郷土の文化を伝承し地域の活性化に

つなげていただければと思います。 
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クッキーやアップル

ケーキ、ヨーグルトゼ

リーなどおいしいお菓

子が盛りだくさん！ 

◆日 時 3月29日（土）  

     13時～ 15時 

◆対 象 小学 1年生～ 

     成人 

◆持参物 特になし 

◆参加費 無料 

◆申込先 指導者 池嶋 

     090-7542-6541 

体験してみま 

  せんか？  みんな元気に、にぎやかにおいしい

お菓子をつくりました！ 

 多聞寺シダレ桜は「残したい山口市の巨樹・名樹50選」に記載されており、幹回りは2m 樹高は22m。昨年、平川

ルートからと大内ルートから多聞寺跡のシダレ桜花見登山を行い双方で88名の参加がありました。昨年は葉桜に

なっていましたが、今年はきっと満開のシダレ桜が楽しめることだと思います。大内からは昨年同様小野からの

ルートで登り、山頂で平川の方々と一緒にシダレ桜を楽しみます。 当日集合場所でお待ちしております。 

◇主  催  氷上浪漫里山の会 

       代表 田中一義 

◇開催日時  平成２６年４月６日（日曜日） １０時集合 

◇集合場所  大内小野  吉田クリーニング社員駐車場                  

◇持参物等  お弁当 お茶 山登りの服装 

◇申込み   不要（集合場所で待合せ） 

★タイムスケジュール 

 

 １０時スタート  小野ルート（所要時間６０分） 

 １１時過ぎ    平川グループと合流 

           お花見と交流 

           大内グループは多聞寺跡で食事 

 １２時  下山 

 １３時  解散  

◇お問合せ 

 083-923-9703（入江） 

う～ん 

甘くていい 

     に

おい！ 
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サークル名 曜日 時間

糸東空手道・古武道 毎週金・日曜日
9:00～14:00(日)

19:00～22:00(金)

ジャザサイズ
毎週火曜日

(祝祭日は休み)
9:00～12:00

ジャザサイズ（夜クラス） 毎週月曜日 19:00～22:00

少林寺拳法 山口大内スポーツ少年団 毎週火・土曜日 19:00～22:00

新日本婦人の会　大内班 第３土曜日 10:00～12:00

真味の会 第３火曜日 9:30～12:30

太極拳 毎週水曜日 10:00～11:30

高芝寿歌おう会 第２・４月曜日 13:00～17:00

日本習字 毎週土曜日 13:00～15:00

日本舞踊　扇の会 第１・３月曜日 13:30～16:30

音夢 毎週火・土曜日 13:30～16:30

ハウオリ・フラ大内 第１・２・３金曜日 10:00～12:30

ふしぎな花倶楽部
第３土曜日

第４木曜日
9:30～16:00

ふれあいいきいきサロン新矢田 第３月曜日 13:00～17:00

防長岳風会 吟道研究会 第１日曜日 9:00～12:00

防長岳風会 御堀支部 第２・４土曜日 13:00～16:00

墨風会　山口 第２月曜日 9:00～13:00

山口盆栽同好会大内教室 第２土曜日 9:00～12:00

ゆかりカラオケ教室 第１・３火曜日 13:00～16:00

夢工房「喜喜」　彩グループ 毎週木曜日 10:00～12:00

夢工房「喜喜」　花グループ 毎週水曜日 10:00～12:00

レクリエーションダンス初心者サークル 第１・３木曜日 13:00～16:00

朗読劇やまぐち 第２・４月曜日 13:00～17:00

錬心舘空手山口県地区本部 毎週水曜日 18:00～22:00

山口日仏協会 毎週火曜日 18:30～20:00

やさしい仏様を彫る会 第１・第３木曜日 9:00～13:00

山口市食生活改善推進協議会
山口支部　大内地区 第１火曜日 9:00～13:00

山口市母子保健推進協議会
大内地区 第２火曜日 9:30～13:00

サークル名 曜日 時間

２５日会 毎月２５日 19:00～21:30

３Ｂ体操（火曜教室） 毎週火曜日 19:30～21:00

３Ｂ体操（木曜教室） 毎週木曜日 9:00～12:10

子育てサロン　大きくなあれ 第２水曜日 9:30～12:00

池坊　生け花教室 第１・３木曜日 18:00～20:00

絵手紙教室　一期一会 第２・４月曜日 13:30～15:30

絵手紙教室　秋桜の会 第１・３金曜日 13:30～15:30

笑顔会 毎週火曜日 13:00～15:30

大内あすなろ会 第２月曜日 9:00～12:00

大内紀月会民踊教室 毎週木曜日 13:00～17:00

大内高齢者囲碁同好会 毎週水・金曜日 13:00～17:00

大内社交ダンス教室 毎週木曜日 18:00～22:00

大内吹奏楽団　”あ～べんと” 毎週土曜日 18:00～22:00

大内卓球クラブ 毎週月・火・木・金
9:00～15:30

(曜日により異なる)

大内きららの会 第２・４土曜日 13:00～16:00

大内フォークダンスサークル 毎週水曜日 9:00～12:00

大内民踊教室 第１・２・３金曜日 14:00～17:00

大内ラージ卓球クラブ 毎週水曜日 13:00～15:30

大内レクリエーションダンス同好会 第２・４木曜日 13:00～15:30

大内地区老人クラブ モチーフつなぎ 第１日曜日 9:00～12:00

岳誠流日本吟道岳誠会 毎週月・金曜日
19:30～21:30(月)

14:00～16:30(金)

型染遊禅染色教室 第１・３月曜日 9:30～16:30

黒田バレエスクール 山口教室 毎週月曜日 17:00～22:00

こうる・ソアーヴェ
第２・４金曜日

第１・３・５土曜日

19:00～22:00(金)

9:00～13:00(土)

琴同好会 第１・２・３・４火曜日
13:00～17:00(第1・3)

17:00～21:00(第2・4)

玄游会　彩月書道教室
第１・２・３火曜日

第１・２・３土曜日

16:00～18:30(火)

9:00～12:00(土)

墨花会 第２・４火曜日 9:00～12:00

自彊術　大内教室 毎週月曜日 10:00～11:30


