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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１５年２月１日号 

人口 ２３,３９２ 人 男性 １１,２２４ 人

世帯 ９,５７６ 世帯 女性 １２,１６８ 人

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 

   ＴＥＬ・ＦＡＸ／０８３－９２７－０４７３ 

 中世室町時代、山口を中心に広く西日本を治め大内文

化の栄華を極めた大内氏は、中興の祖24代弘世のとき防

長二州の守護となり、山口盆地（大殿地区）に政治・文

化の中心となる館を構えるまで、ここ大内地区に住んで

いたといわれています。 

 そのため、大内地区には、大内文化の礎となった多く

の歴史・文化遺産があります。 

 第4回大内歴史講座では、謎に包まれた「仁平寺」に

スポットをあてます。 

 仁平寺は、仁平元年（ 1 15 1）創建といわれていますが、開山も開基もわかっていません。数少ない史

料には、創建後200年にして23代弘幸が、正平7年（ 1352）に本堂を修造したこと、24代弘世のときに

比叡山を仁平寺に勧請し、麓に仁王門・五重塔などを建立したこと、その頃、舞楽舞踊が盛んに催さ

れていたことなどが記されています。 

 「仁平寺の舞楽舞踊」は、乗福寺の五山文学、興隆寺の二月会とともに大内文化の礎をなした大内

地区が誇る文化です。めったに聴けない仁平寺の歴史をご堪能ください。 

 

◆日 時 平成27年3月8日（日） 

     10 :00～ 12 :30（雨天決行） 

◆場 所 仁平寺本堂（菅内）で講演の後、 

     仁平寺跡周辺をフィールドワークします。 

◆講 師 山口市文化政策課市史編さん室長 

      古賀信幸氏 

◆定 員 先着50名 

◆申込先 大内地域交流センター 

     （℡927-0473） 

※なお、当日の駐車場については、後日の「おおうち

だより」でお知らせします。 



２０１５年２月１日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 氷上浪漫里山の会が活動を始めて7年目となります。本年度はエゴノキを植樹することにいたしま

した。5月に白い花を咲かせるエゴノキは大内塗を制作する木として使われております。 

 大内には大内塗工房もあります。植樹した木が大きくなれば、工房の方々に指導を仰ぎながら地域

の子ども達と体験会を開催する長期プランも立てております。そのスタートとして下記のとおり植樹

イベントを開催いたしたいと存じますのでご協力ご参加をよろしくお願い申し上げます。 

 

◆日  時 平成27年2月8日（日） 9:30～ 1 1 :00 

◆場  所 山王社遺構公園（大内氷上） 

◆内  容 エゴノキの植樹と里山整備 

◆募集人数 30名 

◆申込方法 氏名・連絡先を明記の上 

      FAXにて（FAX 924-1263） 

◆締  切 2月6日（金） 

◆問合せ先 入江まで（℡923-9703） 

◆主  催 氷上浪漫里山の会（会長 田中一義） 

■日 時 2月 12日（木） 10：30～ 12：00 

■場 所 大内地域交流センター 和室 

■対 象 幼・保園児以下のお子様と親 

■内 容 ・絵本のおはなし会 

     ・工作をしよう ・手あそび 

     ・自由に絵本を読もう 

■申込み 不要 

■問合せ 大内地域交流センター 

     （℡927-0473） 

 絵本の読み聞かせは、親子の絆を深めると同

時に、想像力・言語力を育むなど、子どもの成

長に大きく貢献するものと言われています。 

 おはなし会では、講師から読み聞かせのコツ

も教わることができます！ 

 たくさんの絵本に囲まれて、ゆっくり、のん

びり過ごしませんか。 

 1月 1 1日（日）、山口南総合セ

ンターにおいて、山口市消防出

初式が行われ、観閲行進や一斉

放水が行われたほか、各種表彰

も行われ、大内地区消防団（山

口市消防団東部方面隊大内分団）からも下記のみなさ

んが表彰されました。 

・山口県消防協会長表彰（勤続賞） 中村育徳 様 

・山口市長表彰（功労賞）     山根敏彦 様 

・山口市消防団長表彰（功績賞）  山田光宏 様 

 団員募集！ 

 大内地区消防団（東部方面隊大内分団）では、団員

の募集をしています。（現団員44名、定員47名） 

 昨年は3名の女性団員が入団されました。団員が増

えることは地域の防災活動が充実するだけでなく、新

入団員の所属する企業の理解、協力体制も深まります

（入団には所属企業の承諾が必要なため）。 

 活動に関心のある方、身体（健康）に自信のある

方、消防団であなたの力を発揮してみませんか。男女

を問わず、ご応募お待ちしております。 

☆問合せ：大内地域交流センター（927-0473） 
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 この地図は山口市発行の山口市都市計画図を複製したものです。 

◇お問合せ先 

 市生活安全課  

   934-2986 

 昨年１２月市議会において、今年度の住居表示実施区域の新しい町名及びその区域について承認を

いただきました。これにより、２月２１日（土）から下記の地域の住所が変わります。 

 １月下旬より、市委託業者の調査員が対象区域を巡回し、各御家庭の新住所の決定通知を配布して

おります。併せて、表示板の取付けも行いますので、御協力をお願いします。 

 対象区域の皆様方には、御住所の変更手続き等で大変お手数をおかけいたしますが、御理解、御協

力を賜りますようお願いいたします。  

◆新しい郵便番号及び町名 

 〒753-0231 大内氷上一丁目～七丁目                

◆これまでの表示 

 「大字名+○○番地」 

    ↓  

◆今後の表示 

 「新町名+●番●号」  
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    4・ 18日（水） 

3日 火 市県民税申告受付相談 9:30～ 大内地域交流センター 12日 木 絵本のおはなし会 10:30～ 大内地域交流センター 

4日 水 民児協定例会 10:00～ 大内地域交流センター 18日 水 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 

4日 水 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 18日 水 
学校体育施設 

定期使用団体連絡調整会議 
19:00～ 大内地域交流センター 

4日 水 
交流センター 

定期使用団体代表者会議 
19:00～ 大内地域交流センター 21日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

5日 木 
第37回大内まつり 

第2回実行委員会 
19:00～ 大内地域交流センター 25日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

7日 土 
子ども夢クラブ 

お菓子作り教室 
9:30～ 大内地域交流センター 25日 水 

第37回大内まつり 

第3回実行委員会 
19:00～ 大内地域交流センター 

7日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 28日 土 子ども生花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

10日 火 福祉員会議 13:00～ 大内地域交流センター      

サラバ！ 上・下 西 加奈子 

荒神 宮部 みゆき 

すえずえ 畠中 恵 

子育てハッピーアドバイス 

食育の巻 

松成 容子 

明橋 大二 

いつもの献立がごちそうになる！ 

新・家めしスタイル 
佐々木 俊尚 

あかちゃんがわらうから おーなり 由子 

きょうはマラカスのひ 樋勝 朋巳 

とてもおおきなサンマのひらき 岡田 よしたか 

・ 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。 

 


