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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１７年３月１日号 

人口 ２３,２７７ 人 男性 １１,１８６ 人

世帯 ９,７６３ 世帯 女性 １２,０９１ 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 

 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。  

 今回の朝活は、大内問田の西京の森どうぶつ病院院長の脇本雄樹氏に「願いを仲間と楽しんで叶

える」と題して語っていただきます。 

 どこよりも楽しい動物病院を目指し、若くして動物病院を開設された脇本先生からどんなお話が

聞けるでしょうか。みんなで語り合いましょう。ぜひご参加ください。 

 講  師：脇本雄樹氏（西京の森どうぶつ病院院長）  

 テーマ：「願いを仲間と楽しんで叶える」  

◆日 時 3月 16日 (木 ) 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 20名 

◆申込先 大内地域交流センター ℡083-927-0473（締切 3月 10日（金））  

◆勤務内容 大内まちづくり協議会及び関係団体の事務 

◆資  格 ・大内地区在住の方 

      ・パソコンができる方 

      ・平成29年4月から勤務できる方 

      ・大内のまちづくりに熱意のある方 

◆勤務場所 大内地域交流センター 

◆勤務日数 週4日を基本 

◆休  日 土曜日、日曜日、年末年始及び祝日 

      （但し、イベント開催日に振替勤務有） 

◆応募方法 3月13日（月）までに下記へ履歴書を

提出してください。 

◆面 接 日 3月17日（金）13時30分から大内地域

交流センターで行います。 

 ※面接時間の詳細は別途ご連絡します。 

◆応  募 大内まちづくり協議会 

 問合せ先 （大内地域交流センター内） 

      TEL 050-1265-7063 

      FAX 083-927-0473 

大内まちづくり協議会では以下のとおり事務局員を１名募集します。 

脇本先生と看板犬のボルト君 
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 地域の実情やニーズについて、きめ細かくお聞きし、よりよい交通のあり方について、地域の皆さんと

一緒に考えていくために、地域検討会を開催します。 

 地域検討会では、地域の皆さんにとっての“より良い交通”について考えていただき、いろいろなアイ

デアを出していただきたいと考えております。 

 自由参加ですので、是非ご参加ください。（申込不要） 

 

 ◆日 時 3月6日（月）14時～（2時間程度） 

 ◆場 所 大内地域交流センター 2階 講堂 

 ◆内 容 ・交通体系の基本的な考え方、これまでの取組 

      ・公共交通の現状と課題 

      ・持続可能な交通まちづくりに向けて（グループワーク） 

 ◆問合先 山口市交通政策課 ℡083-934-2729 FAX083-934-2959 

◆日 時 平成29年3月20日（月・祝）9:30～11:30 

◆場 所 氷上公民館 

◆講演会 演題：「大内地区の古墳～大内氷上古墳にみる畿内と山口を中心に～」 

     講師：山口市教育委員会文化財保護課大内文化財担当主幹 増野晋次 

◆フィールドワーク 講演終了後、大内氷上古墳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ください。） 

◆申込先 大内地域交流センター（℡083-927-0473） 

◆定 員 50名 

 氷上地区の山根観音堂の裏山にある「大内氷上古墳」は、大内地区

唯一の「前方後円墳」で、文化財として指定された古墳としても地区

内唯一の古墳です。（昭和61年4月8日県史跡指定） 

 築造は5世紀中期で、全長28メートルと小型ではありますが、後円部

は残りは良く、原形をうかがうことが出来ます。 

 市内には多くの古墳がありますが「円墳」（大内地区の円墳としては、「神田山古墳群」や「大塚古

墳」などがあります。）が多く、「前方後円墳」は「大内氷上古墳」をはじめ「朝田墳墓群」、「新宮山１

号墳」（吉敷）、「狐塚古墳」（阿東地区、昭和48年7月20日市史跡指定）があります。 

 この「大内氷上古墳」にみる古墳時代の畿内と山口のつながりを中心に、その他大内地区に点在する

数多くの古墳を勉強して、実際に「大内氷上古墳」まで歩いて行きます。 

 今回は「大内文化」から少し離れてみました。 

 さあ、古の古墳時代にタイムスリップしてみましょう。 
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◆日 時 平成29年3月12日（日）13:00～16:00 

◆場 所 大内小学校体育館 

◆主 催 二月会再興実行委員会（NPO法人再発見やまぐち・興隆寺） 

 中世大内氏の時代、氏寺興隆寺で盛んに催されていた「二月会」の再興

とともに、地域の活性化、文化の伝承、大人と子ども達がともに楽しみ学

ぶ場の形成を目指して「山寺コンサート」が今年も開催されます。 

 おかげさまで8回目を迎えた今回

は、恒例のカンガルーポケットのかわ

いい子ども達のわらべうたや童謡、大

内地区在住の山脇明日香さん、朝陽香

さん姉妹の「こども狂言」や「童

舞」、今年度山口県選奨を授与された山口鷺流狂言技術保持者米本文明氏に

よる「颯果」など盛りだくさんの演目があります。 

 この「山寺コンサート」の最大の特色は、全国的に著名な伝統文化伝承者の特別出演で、今回の特別出演は、

鹿児島県の喜界島出身で喜界島の観光大使も勤めていらっしゃる奄美シ

マ唄の唄者「川畑さおり」さんです。川畑さんは、三味線の起源の一つ

となった「三線」を奏でながら、喜界島独特の風土から生まれた歌唱法

と張りのある唄声が魅力的な若手唄者の第一人者として、国内のみなら

ず海外でもシマ唄の普及に努めていらっしゃいます。 

 この機会に、奄美の伝統文化に触れてみてはいかがでしょうか。 

 3月中旬ではありますが、暖かい服装とスリッパご持参の上ご来場く

ださい。 

 山口市では、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 平成29年3月9日（木）、3月10日（金） 

       両日とも10時～12時 

 ◆場 所 大内地域交流センター 

 ◆対 象 平成28年7月1日から平成28年9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。 

 ◆問合先 山口市立中央図書館（℡083-901-1040） 

昨年のこども狂言の様子 

昨年の童舞の様子 

奄美シマ唄の唄者 川畑さおりさん 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    1・ 15・29日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

1日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 
18日  

レノファ山口FC 

サポーター養成講座 
10:00～ 仁保地域交流センター 

土  
4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 

6日 月 第4回大内体育協会役員会 19:00～ 大内地域交流センター 19日 日 
レノファ山口FC 

サポーター養成講座 
14:00～ 維新百年記念公園 

10日 金 
第39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 20日 月 大内歴史講座 9:30～ 氷上公民館 

14日 火 母子相談 10:00～ 大内地域交流センター 22日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

16日 木 
第7回 出勤前の朝活 

プロフェッショナルと語る朝食会 
7:00～ 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 

蜜蜂と遠雷 恩田 陸 

イノセント 島本 理生 

九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子 

明日にこの世を去るとしても、 

今日の花に水をあげなさい 
樋野 興夫 

「腸もれ」があなたを壊す！ 藤田 紘一郎 

スーパートラック スティーブン・サヴェッジ 

なつみはなんにでもなれる ヨシタケ シンスケ 

きょうはたんじょうび 
中川ひろたか【文】 

村上康成【絵】 

・ 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。 

 放送大学は、インターネットやテレビ・ラジオで学ぶことができる通信制大学です。 

 山口市内では200名を超える方々が学んでおられます。多彩な放送授業300科目があり、お好きな科目を1科

目から選択できます。皆様の生涯学習として、また、ご自身のキャリアアップ、資格取得を応援します。学生

同士の交流の場としても最適です。 

 この機会に「学び直し」に挑戦してみませんか。 

 ◆平成29年4月入学出願受付 

    3月1日（水）～3月20日（月） 

 ◆入学相談時間 月曜日、祝日を除く10:00～17:00 

 インターネットから「放送大学」を検索してみてください。 

 電話でのお問い合わせは、放送大学山口学習センターまで（℡083-928-2501） 


