地域情報誌

おごおり地域づくり協議会

〒754-0002 山口市小郡下郷 609-1
TEL/FAX083-976-8588
http://www.ochikyou.jp

女 12,482(+33) 人口 24,339(-105) 世帯 10,461(+25)
地域の人の動き 2011 年 3 月 1 日現在 【() 内は前月比】男 11,867(-128)

３月 日の午後、戦後最
11

日、地域内のスーパー「ア

と街頭募金活動を３月

も何かできるのではないか

のメンバーは、自分たちで

が、ふしの岩戸太鼓保存会

動きが活発化しています

各地でさまざまな支援の

ます。

た。謹んで哀悼の意を表し

くの尊い命を奪い去りまし

震と津波は、一瞬にして多

本大震災。史上最大級の地

悪の自然災害となった東日

多くの人がメンバーの呼びかけに応じました

開校 30 周年記念

市立上郷小学校の卒業式

卒業証書を手に、自分の将来の夢を
一人ずつ発表しました。

とをさせたい」と話してく

ルク小郡店」
で行いました。 何か少しでも支援できるこ

買い物に訪れた多くの市民

が、一刻も早い立ち直りを

ご苦労は計り知れません

被災者の方々の悲しみや

が、
次々と財布を取り出し、 れました。

募金箱に善意を入れていま
した。

メンバーの保護者の一人

金山さんは
「子どもたちに、 願って止みません。

強と部活動に頑張るという

決意や、両親への感謝の言

葉や将来つきたい職業につ

いて話す子もいました。

古谷校長は
「命の大切さ、

相手を思いやる心、そして

勇気」の３点を卒業生に贈

でも「断る勇気」について

りましたが、その勇気の中
卒業証書を手に壇上でそれ

その難しさを語りました。

人の卒業生は、小さな

ぞれの夢や決意を発表しま
した。全員がひと言ずつ述
べましたが、中学校での勉

翼をいっぱいに広げて飛び

立って行きました。

回全日本アンサ

日、鹿児島市民文

でとうございます。

を受賞しました。おめ

管八重奏が金賞（５校）

郡中学校吹奏楽部の木

化ホールで行われ、小

月

ンブルコンテストが３

第

小郡中が金賞受賞

第５回もっパラおごおり実行委員会

みんなの力で一日も早い復興を

３月 日、
小郡、
上郷，小郡南小学
校の３校で卒業式
が行われました。
上郷小学校では、
開校 周年を記念
して特別な卒業式
となりました。
式の冒頭、東北関東大震
災の犠牲者に哀悼の意を示
すための黙祷を行いまし
た。卒業生は、授与された

34

19
夢や希望を自分の言葉で

3 月 11 日に起きた東北関
東大震災のため、第５回もっ
パラおごおりの開催を急遽中
止しました。
開催に向けては事業所の
方々や市民の皆様に多くのご
支援を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
使わなかった資金を義援金
にというお声を多数いただき
ましたので、協賛金と協力金
の一部 70 万円を日本赤十字
社を通じて被災地義援金とし
て送らせていただきました。
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被災者の方々の一助になれば
72
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「小郡ぽっぽ」では広場に
来られた親子に参加をお願
いして、手型を取らしても
らいました。
中にはスタンプ台に手の
ひらをつけるのをいやがる
子も。お母さんが、何とか
なだめて「ヨイショ」
。
この日も 組以上の親子
が広場で思い思いに過ごし
ておられました。子育ての

地域づくり協議会会長、副会

長、女性団体連絡協議会会長

と総合支所長や副支所長が作
業を行いました。

総合支所の前庭に植樹され

たのは「オゴオリザクラ」で

す。この地域の発展を象徴す

るように大きく育つと良いで
すね。

い安心なまちづくりを目指していま

おごおり地域づくり協議会では明る

蛍光灯と比べて消費電力が少なく、長

制度を大幅に変更しました。ＬＥＤは

設置を促進するために 年度から補助

長寿命で省電力のＬＥＤ防犯灯に

す。２月 日に行われた区長協議会の

Ｄに交換する事業を決定しました。

従来の蛍光灯型の防犯灯１基ををＬＥ

を実感していただくために、各地区の

だけで熱を発生しない半導体）の効果

ました。その結果、ＬＥＤ（発光する

話し合いの場で各地区の意向を確かめ

節減につながります。皆さんも、ＬＥ

段を考慮しても長期的に見れば経費の

地区の負担となりますので、器具の値

用がかかるようになります。それは各

で交換することになり、交換の度に費

寿命です。蛍光灯は１０００時間程度

お地協日誌

３月４日

ＬＥＤ防犯灯更新受付締切

３月５日
地域づくり講演会
３月７日
役員会
３月 日
文化体育部会
３月 日
総務部会
３月 日
地域情報誌編集会議

生活環境部会

３月 日

生活環境部会

３月 日

生活環境部会

2

平成 年 月に、山口市と

日に行いました。

所ごとに記念の植樹を２月

たことから、市では各総合支

ました。今年で５年が経過し

吉敷郡３町と徳地町が合併し

17

植樹にあたってはおごおり

22

かわいい手型が鯉のぼりに

月に行われる国民体育

大会に特製の鯉のぼりが泳
悩みも、苦労もみんなで分
かち合えば、ちょっと楽に
なりますからね。

徳永総合支所長と國安おごおり地域づくり協議会会長が植樹

Ｄ防犯灯を実感してみてください。

13

14

19

22

28

10

10

23

ぎます。
その鯉のぼりには、子ど
もたちの手のひらが鱗とし
て染め付けら

合併記念にオゴオリザクラを植樹
市では従来型からＬＥＤ型防犯灯の

予想以上に明るいＬＥＤ防犯灯

れる予定で
す。鯉の鱗で
すからたくさ
んのお友達の
手型が必要に
なります。さ
まざまなとこ
ろで、元気な
みんなの参加
をお願いして
います。
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子育て広場

「はい、おててひろげて」
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参加者全員で記念の撮影「パチリ！」

「 貧乏神神
地区単位の文化

鮮やかな衣装で踊る
フラダンス

週末を元気に過ごす小学

アドベン終了式に餃子づくり

われていません

生の活動グループ「ウィー

祭はそう多くは行

が、山手下区は２

クエンドアドベンチャー」

ンバーも三角巾にエプロン

日本経済団体連合会主催

トが選考されましたが、中

山口駅周辺）
、中山間の恵み

し、
先進医療拠点づくり （新

イジングシティ」を目指

国地方からは山口商工会議

を体感するスローライフの

た。全国で のプロジェク

所の「山口アクティブエイ

実現、
地域とのつながり力・

絆づくり、安心な住まいづ

ジングシティ」が唯一選ば
れました。

び市内関連事業者、教育機

山口ケーブルビジョンおよ

タートするとのことですが

今年７月から事業がス

バル化を目指すものです。

これは山口商工会議所、 くり、教育・観光のグロー

関などと山口市、それに日

壮大なものですので、長い

近づきたいですね。

しょう。一歩ずつでも夢に

期間の取り組みとなるで

立製作所が協力して行うも
のです。

わらい・まなび・かかわ

りあえる「アクティブ・エ

笑い声と歓声が絶えない調理（小郡地域交流センター）

社」と書かれ

日間で文化祭を楽

は今年度の行事の締めくく

りに「餃子づくり」を３月

しんでいます。
２月 ・ 日山

日に行いました。

ところ狭しと並び

姿。包丁を注意深く扱いな

手下公民館では自

ました。また、日頃の成果

日頃のアウトドア派のメ

研修視察で他の団体の試

慢の作品やお宝が

県道山口小郡秋穂線が九

今年の行事が閉じました。

最後に修了証が渡され、

がら材料を刻みました。
ざいの接待も喜ばれていま

発表には、謡曲、舞踊、フ
した。

みを学び、今回の設置に

作がめじろ押し。区内外か

田川を横断する岩屋橋の付
効果はなかなかのものだ

らの来場者を楽しませてく

ラダンス、カラオケなど秀

かっての市道（堤防の道）
そうですよ。
「貧乏神」も

れました。また甘酒やぜん

戦いながら自分の夢を追い 「まだこれだけ見える」と

た。現在は米国と日本を行

の未来都市プロジェクトが

12

山口商工会議所の未来都市プロジェクト

に小さな赤い鳥居が５カ所
働き者ですね。

しさ」と「恐怖」は当然で
した。しかし、次第に衰え

常に前を向いてご自身の音

る視力を嘆くのではなく、

センターの主催で教育特別

続ける音楽家の前川裕美さ

楽家としての可能性に挑み

今回は網膜色素変成症と

講演会が小郡ふれあいセン

んをお招きして歌と演奏と

視力の衰えからくる数々

ターで開催されました。

徐々に視力を失っていく

の失敗も、思い出を語るよ
病気が分かって次第に視

き来しながら音楽活動を続

３月７日に発表になりまし

野が狭まり、色のない世界

日見折「雨乞い山」から見た小郡区域

けておられます。

ない、
不思議な時間でした。 うに明るく話してくれまし

という悲壮感を少しも感じ

続けたのです。

微笑みながら語る前川さん

お話をいただきました。

３月６日、小郡地域交流

光を失いながらも毎日前進

あります。

なったようです。

貧乏神神社ってなに？
たこの鳥居

地域づくり協

議会が河川へ

のゴミの不法

投棄を防ぐた

めに設置した

27

近から椹野川の上流へ向

ものです。

山手下区の文化祭

12

26

は、平川地区

運動靴と大きさを比べて下さい

に近づいていくことに「悔

3
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東北関東大震災に対する支援についてのお知らせ
ク・トイレットペーパー
課については、以下の時間

小郡総合支所総合サービス
・振替用紙の通信欄に「東

東北関東大震災義援金

は、収納用の段ボール箱等
トティッシュ

でお願いします）
・ウェッ
３月 日（日）
、４月３日

時 分〜午後７時

日（金）までの平日午後５

込用紙の半券をもって受領

・本義援金については、振

れます。

場合、振替手数料は免除さ

・郵便局窓口での取扱いの

シルバー人材のパソコン講座

午前 時〜午後３時 分

４月 日（水）

山口市シルバー人材セン 【日時】

ターでは「パソコン講座」

小郡ふれあいセンター

【会場】

午前 時〜正午

４月 ・ 日（水）

【日時】

ン講座」です。

は「はじめての人のパソコ

を開催します。４月の講座

30

★被災地への救援物資の受
付についてのお知らせとお （パッケージ単位でお願い
北関東大震災義援金」と明

します）
・ボックスティッ
も受付ます。

願いです。

で包装し、品名を表示して
品または未使用のもの、ク （日）午前９時〜午後１時

《生活用品》衣料・毛布（新
★義援金の申し出について

記してください。

お持ちください。

下記の方法にて義援金を

３月 日（金）から４月８

※ガスボンベなど搬送時に
リーニング済のものに限り
受け付けております。な

シュ（パッケージ５箱単位

危険が伴うものは除きま
ます）
・タオル類（新品ま

お、いただいた義援金は日 【問い合わせ先・現金受付

※資料代として２日で

２２００円です。

【申し込み・問い合わせ先】

シルバー人材センター

小郡出張所

☎９７６・１１７０

５月以降毎月２回「ワー

ド入門」
「エクセル入門」
」

デジカメ入門」など初心者

向けの講座を開催します。

詳しくは今後の地域情報誌

「おごおり」にてお知らせ
します。

「パソコン講座」と平行

して「ちょっと聞きたい・
・

初心者のためのパソコン講

午後１時 分〜午後３時 分

４月 日（日）

24 10 13

【費用】 分ごと５００円

30

月

小郡図書館
カレンダー

小郡出張所

シルバー人材センター

【申し込み・問い合わせ先】

も毎月２回開催します。

※この パ
｢ソコン相談会」

30

※物資を持ち込まれる際

す。
たは未使用のものに限りま

および救援物資受付場所】

《食料》
（消費期限の短いも

☎９７３・０６３８

小郡地域交流センター

☎９７３・８１４３

総合サービス課

小郡総合支所

証兼用となります。

◇受付品目
す）
・使い捨てカイロ・乾

本赤十字社山口県支部を通

（募金箱設置場所）

《水》 ５００㎖、１ℓ、２ℓのみ
電池（単１から単４）

じて、
被災地へ送られます。
◇受付期間

郵便局・ゆうちょ銀行

のは除きます）カップ麺・
インスタント麺・レトルト
平成 年３月 日（火）か

◇受付口座

食品・米・粉ミルク
ら当面の間開庁時（土、
日、

００１４０＝８＝５０７

《衛生用品》紙おむつ（乳

口
  座番号

祝日を除く平日午前８時

‥

4

休館日 13・20 日はおはなし会
27 日は折り紙教室と赤ちゃんのおはなし会

幼児用）
・紙おむつ（大人

※ 4 月 2 日開催予定のオゴオリザク
ラまつりは中止となりました。

30

24 25 26 27 28 29 30

分～午後５時 分）なお、

30

15

4 月 8 日（金）
○小中学校始業式
4 月 10 日（日）
○県議会議員選挙投票日
4 月 11 日（月）
○小学校入学式
4 月 22 日（金） 午後 1 時半
○老連小郡支部総会
小郡地域交流センター
講演「転倒予防で元気で長生き」
4 月 24 日（日）
○小郡オープンバドミントン大会

27

座」を企画しています。

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

‥

用）尿失禁用パット・マス

30

加
  入者名 日本赤十字社

おごおり街角
イベント情報

10 20

25

15

会 員 募 集 説 明 会

23

60

４

日 月 火 水 木 金 土
27 28 29 30 31 １ ２
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

22

27

ご存知ですかシルバー人材センター

あなたの技能を活かしてみませんか。シルバー
人材センターは皆さんの活躍の場を提供していま
す。入会を希望される方への説明会を開催します
ので、お気軽にご参加下さい。
【日時】 平成 年５月 日（火）
午後１時 分から
【場所】 小郡総合支所第２会議室（２階）
山口市小郡下郷６０９番地１
【入会対象者】 歳以上の男女
【問合わせ先】 山口市シルバー人材センター
小郡出張所（小郡ふれあいセンター内）
☎９７６・１１７０
10

23
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