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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１９年２月１５日号 

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 

 1月 13日（日）に山口市民会館で行われた成人

式の写真ができましたので右記のとおり配布い

たします。 

 写真の申し込みをされた方は大内地域交流セ

ンターに受取りに来てください。 

◆配布期限 3月29日（金） 

◆配布時間 8：30～ 17： 15(土日祝日以外 )  

◆配布場所 大内地域交流センター 

 ※領収書をご持参ください。 

 ※代理の方が取りに来られても結構です。  

人口 ２３,３３３ 人 男性 １１,２００ 人

世帯 ９,９７５ 世帯 女性 １２,１３３ 人
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 私たちの住む郷土大内の歴史を学んでみませんか。この度は、

氷上出身の偉人、鮎川義介について、講演会を開催します。 

 ぜひ、ご来場ください。 

◆日 時 3月17日（日） 開場 9:30  講演 10:00～ 

◆会 場 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆講 師 小山 良昌氏（毛利博物館 顧問） 

◆申込先 大内地域交流センター（TEL 083-927-0473） 

◆定 員 50名  

◆主 催 大内地域交流センター ◆後 援 

 みんなでエゴノキを植えよう！！エゴノキは

大内人形の原木です。氷上浪漫里山の会が右記

のとおりイベントを開催します。 

 皆様、ぜひご参加ください。 

 大内地区人権学習推進協議会では、右記

のとおり研修会を実施します。 

 講話では、少年矯正施設の業務や役割な

どをお話しいただきます。 

 実習では、現代社会で重要視されている

コミュニケーションスキルについて、臨床

心理士でもある講師から直接ご指導いただ

きます。 

 ぜひ、この機会をご活用ください。 

講演会開催 

    鮎川義介（1880～1967） 

 明治13年（1880年）、氷上に生まれ、山

口高校、東京大学工科を卒業後は、芝浦

製作所（現東芝）に入社。後に日産コン

ツェルン（日産自動車、日立製作所な

ど）を創設、戦後は参議院議員を務める

など政財界で活躍しました。生誕地の碑

は、氷上の東泉寺橋近くの民家の片隅に

ひっそり建てられています。明治の元

勲、井上薫は親戚にあたります。 

    （「大内史跡マップ」より抜粋） 

-平成30年度 記念の森造成事業 「エゴノキ大作戦」- 

◆日 時 2月24日（日） 9：30～ 1 1：30 

◆場 所 北辰妙見社の正面 氷上山（大内氷上） 

◆内 容 エゴノキの植樹（ 15本）＆山の整備 

     作業後はピザ窯で焼いたピザを楽しみます。 

     ワークショップ「木のマスコットづくり」 

◆服 装 作業のできる服装（道具は用意いたします） 

◆参加費 100円 

◆申込先 FAX 083-924-1263（締切 2月22日） 

◆主 催 氷上浪漫里山の会（会長 田中 一義） 

◆問合先 090-7545-4202（事務局） 

◆講 話 『少年矯正施設の現場でのご経験に基づく講話』 

◆実 習 『コミュニケーションスキルの磨き方』 

  講 師 山口少年鑑別所 統括専門家 樋口 雅明 氏 

◆日 時 2月23日（土）13：00～15：00 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆主 催 大内地区人権学習推進協議会 

◆申込先 大内地域交流センター 

     TEL 083-927-0473（締切 2月21日（木）） 
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 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 3月7日（木）、3月8日（金） 

      両日とも10：00～12：00 

 ◆場 所 大内地域交流センター 2階 和室 

 ◆対 象 平成30年7月1日から平成30年9月30日の間に 

      生まれた乳児とその保護者 

       ・受付随時、所要時間は15分程度。 

       ・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（TEL 083-901-1040） 

月 日 講座内容 講師等 

2019年 

4月 1 1日  
開講式／国際交流 山口とスペインの深いつながり 

山口市国際交流員 

 エフライン・ビジャモール・エレロ 

5月9日  町内会・自治会再考 山口大学名誉教授 小谷 典子 

6月 13日  一票の格差 -だれの意見をまず聴くか- 山口県立大学国際文化学部教授 井竿 富雄 

7月 1 1日  くらしの中の男女の受け止め方 山口県立大学副学長 田中 マキ子 

8月8日  日本経済の現状と課題ーキャッシュレス時代の到来ー 山口大学経済学部教授 仲間 瑞樹 

9月 12日  
いつまでもサビない身体を目指して 

  すこやかにしなやかにハッピーウォーキング 

ウォーキングインストラクター 

 メディカルヨガトレーナー  馬田 義子 

10月 10日  公開講座 白河踊りは、なぜ長州で伝承されたか 楫取素彦顕彰会会長 中原 正男 

1 1月 14日  視察研修（柳井方面） ― 

12月 12日  
憲法と皇室典範  

 -皇位継承をめぐる皇室の現状と課題- 
山口学芸大学教育学部長 香川 智弘 

2020年 

 1月9日  
山口市の観光資源について 山口市観光交流課職員 

2月 13日  新聞業界の現状と課題 時事通信社山口支局 支局長 岸本 邦彦 

3月 12日  閉講式／学びを活かすために 山口シティカレッジ運営委員 

 「山口シティカレッジ」で、政治・経済・健康等の幅広い分野の課題や地域課題を学び、地域社会や

グループで活躍しませんか。 

 ◆日   時  平成31年4月～平成32年3月までの毎月第2木曜日 10：00～ 12：00 

 ◆場   所  山口市男女共同参画センター 第 1講座室 

        （〒753-0074 山口市中央2丁目5-1 市民会館事務所2階） 

 ◆対象・定員  市民 先着50名（ただし初受講者を優先） 

 ◆受 講 料  年間3,000円（開講時にご持参ください。視察研修は、別途一部負担） 

 ◆申込み方法  ハガキ、FAX、Eメールのいずれかでの方法で申し込み。 

         住所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・受講歴（あり・なし）を明記。  

         受講生には、3月末までに受講証をもって通知に代えます。 

 ◆申込み先   〒753-0074 山口市中央五丁目 14-22 山口市教育委員会社会教育課 

      （TEL 083-934-2865 FAX 083-934-2661 E-mai l s-kyo iku@city .yamaguchi . lg .jp） 

 ◆申込み締切   3月8日（金）当日消印有効 
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常設展示室 原田 マハ 

NHKガッテン！驚きパワー大全

開カラダ若返り3体操他 
NHK科学・環境番組部 

今さら聞けない！政治のキホン

が2時間で全部頭に入る 
馬屋原 吉博 

昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき 

それしかないわけないでしょう ヨシタケ シンスケ 

漢字なりたちブック 5年生 伊藤信夫/金子都美絵 

小学館版学習まんが  

       世界の歴史5 
小学館 

小学館版学習まんが  

       世界の歴史6 
小学館 

・ 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。 

 歴史ある大内畑の大内桜周辺を整備し、地域の自然環

境を守り、地域の文化を未来へ伝えることを会の目的と

して2017年9月に大内桜の会を発足し、昨年3月4日公益

社団法人 国土緑化推進機構の「緑と水の森林ファンド

事業」による補助事業の認定を受け、66名の参加を得て

盛大にサツキツツジ・アジサイ・シャクナゲ等の植樹祭

を行いました(右の写真)。その後も、大内桜の会会員及

び市内の有志により環境整備を行なってきたところです

が、昨年夏の猛暑により、30本のサツキツツジ(白)が枯

れてしまいました。 

 故に、山口市緑化推進協会の協力により、この度、サ

ツキツツジ(白)30本を頂き、植栽することとしましたの

で、多くの方々の参加をお待ちしています。 

 この事業には、大内まちづくり協議会の里山河川ふれ

あい事業の助成金も頂いていることを申し添えます。 

◆日 時 3月2日(土) 10:00～ 12:00 

◆場 所 山口市大内御堀4659番地（大内畑） 

◆行き方 県道 194号線・市道菅内3号線の分岐点  

    から3.3Kｍ先を左折、700ｍ先の左側。 

◆内 容 大内桜周辺にサツキツツジ(白)30本 

    の植栽及び草刈等の環境整備 

    (真砂土と肥料を混ぜ植栽しますので、 

    スコップ等をご持参頂ければ幸いです。) 

◆主 催 大内桜の会 

     代 表  藤井 恭二 

     副代表  安部 典嗣 

◆申込先 080-19 12-3357（藤井） 

     090-4146-0977（安部） 

ー大内桜周辺の環境整備（植樹祭その２）－  

菅内幼稚園 
至小鯖 

大内桜 

県道194号線 

至鋳銭司 

仁平寺 
日吉神社 

市道菅内3号線  

案内板・ 

至小鯖 
案内板・ 


