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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

くりのお弁当を囲んで「お花見」が始

「鯉のぼり」共同作業で絆を新たに
平原地区の公園には毎年鯉のぼりが

まりました。茹でた蟹、鶏の唐揚げ、

かに

上がります。今年は４月 日に地区の
ねぎ

葱ぬた、おにぎり、巻き寿司、色とり

他に類がなく命名されてい

ある「オゴオリザクラ」は

其中庵や小郡南小学校に

きょか

か）と呼びます。

いまつ」
を炬火
（きょ

大会に使われる「た

国民体育大会では

に点火します。

に大会委員長が持つトーチ

火。グランドを半周した後

火種をつくり、トーチに点

トーチの火は炬火台に点

火され、小郡

小郡炬火イベン
トは５

地区の炬

月

地域大運

催の小郡

また炬火名

表 し ま す。

て行われます。

優秀作品の表彰もあわせ

にて、子どもたちの

「ちょるる」も来るよ。

小郡地域交流センター

【問い合わせ先】

マイギリ方式（昔

☎９７３・０６３８

はありません。関係者の必

染みの原木も、以前の勢い

に守っていきたいですね。

ゴオリザクラ」です、大事

大切な小郡固有の桜「オ

延びています。

死の手当で、なんとか生き

また数々の写真などでお馴

の摩擦式火熾し）で

を行います。

手によって
「火熾し」

動会会場

火名を発

日

炬火イベントで国体の思い出をつくろう

（日）開

15

有志が作業を行いました。

どりの料理に笑いが絶えません。

ますが、八重桜には珍しく

れたわけではありません。

ますが、全てが根付いてく

域内の各地に植えられてい

ために苗木を育てては、地

今までこの固有種を守る

つけていました。

まさにこぼれるような花を

かしてくれました。

年も地域内の各所で花を咲

舞い散る桜の花びらが食べ物や飲み物の上に。
お花見気分は最高潮、気のおけない仲間の会
話は、いつまでも続く

僅かながら結実します。今

リザクラ」は八重の山桜で

小郡固有の桜、
「オゴオ

鯉のぼりが上がると、参加者は手づ

みんなで守ろう
オゴオリザクラ

満開となったオゴオリザクラ
（其中庵 ４月 日撮影）

太い幹は残っているものの、枝は
枯れてしまい、小さくなった原木
（柳井田泉福寺 4 月 6 日撮影）

女 12,446(-36) 人口 24,287(-62) 世帯 10,462(+1)

地域の人の動き 2011 年 4 月 1 日現在 【() 内は前月比】男 11,841(-26)
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前年度の決算報告などを行

には、生活に役立つ講習会

長）では、毎年地区総集会
で振り込め詐欺グループの

た。木原警部補は、その場

者の確保と区の皆さんの利

大熱演。参加者から、積極

引き出し役）に変装するなど

や勉強会を実施して、参加 「出し子」（振り込ましたお金の
便を図っています。

的な意見も出て、活発な勉

４月 日に行われた総集

また会議資料も、印刷製

強会となっていました。

原警部補をお招きして、子

本された本格的なもの、自

ご利用の際は、お電話で

※お地協（おごおり地域づくり協議会の愛称です）

おごおり地域づく

り協議会では、小郡

に伝わる昔話を紙芝

居にしました。地域

やグループなどでご

活用ください。

演目は「しびれの

まじない」
「たたか

んたいこになるたい

こ」
「たまがすはな

し」の３本です。

ご連絡ください。

【問い合わせ先】

おごおり地域づくり協議会

事務局

☎９７６・８５８８

お地協日誌

もっパラおごおり実行委員会

４月５日 部会長会議

４月６日
生活環境部植栽活動
４月 日 総務部会
４月 日 編集会議
４月 日 団体長会議
４月 日 文化体育部会
４月 日 もっパラお
ごおり反省会
４月 日 ふしの夏ま
つり実行委員会
４月 日 総務部会
４月 日 役員会
健康福祉務部会

2

・・お地協 HP http://www.ochikyou.jp・・

会では、山口南警察署の木
どもたち向けの交通安全講

おごおり昔話の紙芝居

「第５回もっパラおごおり」については既にお知らせしま
した通り東日本大震災により、やむなく中止したところで
す。
「もっパラおごおり」の開催準備にあたりまして、ご協
賛、ご協力いただきました各企業様、地区民のみなさんに
厚く御礼申し上げます。今後とも引き続きご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。
4 月 5 日に開催しました実行委員会総会で今回の大会の
収支決算が承認されましたので、ここにご報告申し上げま
す。
第５回もっパラおごおり実行委員会
会長 國安克行
				
実行委員長 原田茂樹

治会運営への熱意が伺えま

2,515,271

習と、振り込め詐欺などへ

支出合計

した。

124,830
233,472
241,196
3,000
2,250
700,000
1,210,523

の対応について勉強しまし

第 5 回もっパラおごおり収支報告書

新年度の自治会運営スタート

会が組織されています。市

い、新たな行事予定を披露

た。それぞれの自治会では

などからのお知らせなどの

するための地区集会が開か
しかし集会参加者の確保

情報伝達や、地区内のさま
に、お世話係の地区役員さ

が悩みのタネ。地区それぞ

れます。

んは日夜奮闘しています。

おられます。

れがさまざまな工夫をして

の月ですので、新役員での

４月は新年度のスタート

ざまな問題を解決するため

小郡地域には現在 自治

振り込め詐欺の対応については子どもたちも受講

小郡緑町区（船本敏夫区

総務費
広報関連費
委託料
謝礼
会議費
東日本大震災義援金
次期繰越金

2,515,271 収入合計

支出の部

収入の部
430,271 繰越金
600,000 おごおり地域づくり協議会
462,000 企業協賛金
987,000 地区協力金
36,000 雑収入

65

自治会運営が始まりまし
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もっパラおごおりにご協力ありがとうございました
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地下道工事が進む柳井田交差点
練習用のピアノが並ぶレッスン室

完成を目指して、急ピッチ
で工事が進んでいます。こ
の道路の完成は、市街を通
り抜ける車両の利便だけで
なく小郡の街の様子をかな
り変えていくことになるか
も知れません。
東津橋の歩道橋新設工事

管も架設され、八方原・元

が、新たに公共下水の送水

道橋を新設するものです

は従来の橋の下流側に、歩

第に見えてきました。

を東西に走る道路の形が次

に進んでいます。長谷地区

も長谷川の改修工事と同時

線と小郡市街をつなぐ道路

も進んでいます。この工事

橋地区の汚水が処理されま

ながる計画です。そして駅
前の整備と駅舎の改修が実
施されようとしています。
新山口駅ターミナルパー

ク整備事業は、小郡都市核

料理は「イケメン」の必須技能

ヘルスメイト（食生活改

善推進委員）が男性料理講

習会を行います。

５月 日（月）

【日時】

手伝いします。

しょう。ヘルスメイトがお

の中でも重要なものです。
おいしく作って、楽しく
市民のさまざまな意見や、 食べてそして健康になりま

検討委員会などの審議を経

て、計画の概要が形になり
つつあります。
計画の内容を模型化した

小郡保健福祉センター

５月 日（金）

【申し込み締切】

ものが、小郡総合支所１階
午前９時 分〜午後１時 【参加費】 ２００円
のロビーに展示されていま 【場所】
【定員】 名
す。駅の南北の横断は線

路の上の自由通路を利用
調理室（２階）
し、橋上駅舎からプラット 【持参品】
う新しい形になります。

【申し込み・問い合わせ先】

小郡保健福祉センター

☎９７３・８１４７

本年 月に英国ロンドンで

開かれる世界大会に駒を進

競い合う「技能五輪」に造

小鯖）と猪野直紀（高山造

藤崎賢博（岡部造園・下

めることになりました。

園の部門が加えられたのは

庭園・小郡上郷）の両選手

山口県の造園技能は高

えられ、本番へ向けての実

７月には課題テーマが伝

く、ここ 年間で何度も好

成績を残しています。昨年

践練習になります。山口の

（二人作業）が金賞を獲得、 技術が世界に挑戦します。

の大会では山口県チーム

が猛特訓中です。

平成 年からです。

さまざまな職種の技能を

三角巾にエプロンで「きめる」

地域発展の鍵となるか幹線道路工事と駅改修

小郡地域では、道路や河
川などいろいろな公共物が
整備されています。
地区を南北に走る国道９

い道路は新山口駅北口につ

エプロン・三角巾・筆記

自動車専用道路山口宇部

「 山 口 音 楽 ア カ デ ミ ー」

目指せ造園世界チャンピオン

フォームに降りていくとい

地元で音楽教室を開催し

と名づけて、地域の音楽の

また長谷地区を通る新し

ている棟久さんは、小郡地

発展に寄与できるような活

す。

域に埋もれているたくさん

動を続けておられます。楽

用具

の音楽的な才能が「もった

器演奏教室だけでなく、「日
近な合唱教室なども用意さ

いない」と思い続けていま
そんな折、廃業された医

れています。ぜひ一度遊び

本の歌を歌う会」として身
療施設を買い取ることにな

によってみてください。

25

20

10

30

10

号が、いよいよ４車線化さ
10

道路と平行して長谷川が流れる

した。

り、私費を投じて音楽ホー

☎０８０・３８７６・３０７９

3

ルと練習教室を備えた施設 【問い合わせ先】
に作り替えました。

技能五輪で金賞を受賞した作品

れます。 月の国体までの

音楽をもっと身近に

30

11
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わんぱくクラブ

センター

5 月 19 日（木）
げんきっこクラブ

南集会所

5 月 16 日（月）

ます。お友達づくりに、お

分（各会場同様）
※申し込みは不要です。直
接会場にお越しください。

☎９７３・８１４７

小郡保健福祉センター

気軽に参加してみません 【問い合わせ先】
か？
進協議会小郡支部

【対象者】乳幼児をもつお
母さん、家族の方。

【 内 容 】手 遊 び、水 遊 び、
ミニ運動会、季節の行事な
ど

４月 日から５

観覧料は無料です、多く

月 日（日）まで、 の方のご観覧をお待ちして
います。

１００名のよい子には、折

り紙がプレゼントされます

ので、お楽しみに。

【問い合わせ先】

小郡文化資料館で

は「おごおり紙芝

小郡文化資料館

９７３・７０９１

☎９７３・７０７１

居」の原画の展示

を行っています。
小郡俳句同好会

は幕末から明治に
かけて地域の発展
に大きな貢献を果
たした「林勇蔵」
と、自由律俳人の

「種田山頭火」が数年間過

５月５日（こどもの日）

【参加料】
無料
（内容により、

「其中庵」のお話をみんな

の午後１時からは紙芝居の

ごし、優れた作品を残した
に分かりやすくした紙芝居

☎９７６・１１７０

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】

ご持参でお願いします。

※原則として、パソコンは

公演が行われます。先着

「 ちょっと聞きたい・・

はお貸しします（１回２００円）
。

※ パソコンをご持参できない方

シルバー人材センターのパソコン講座

をつくりました。

材料費一部自己負担の場合
あり）

【 日程 】第１回の日程は、
上の表のとおりです。
11

月

小郡図書館
カレンダー

が休館となります。

※期間中は５月２日・９日

月曜日・年末年始

【休館日】

午前９時〜午後５時

【開館時間】

FAX

子 育てサーク ル で お 友 達 づ く り

5 月 18 日（水）

【時間】午前 時～ 時
10

今年度も母子保健推進員

小郡保健福祉

の子育てサークルが始まり

ひよこサークル

【主催】山口市母子保健推

（１才６か月まで）

4

休館日 5・18 日はおはなし会
25 日は折り紙教室と赤ちゃんのおはなし会

趣味を広げ、実務に役立
つ「パソコン講座」
。５月
やさしく、実用的な文書作

講座」のお知らせです。

はワード入門です。楽しく
りです。

午前 時〜午後４時

4

3

2

1

【日時】 ５月 ・ 日（水） 【日時】５月 日（水）
午前 時〜正午

５月 日（日）
分ごと

午後１時 分〜午後３時 分

【 費 用 】１ 単 位

☎ 976-8588

30

【会場】
小郡ふれあいセンター

30

5

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

18
25

※資料代として２日で

おごおり地域づくり協議会事務局

5 月 19 日（木）

15

11

ひまわりサークル 光が丘中東公民館 5 月 11 日（水）

29

30

月 火 水 木 金 土
2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14

日
1
8

〜林勇蔵物語・其中庵物語〜

５００円
（延長もできます）

本誌に関するご意見
を募集しています。
また地域の話題や素
敵な写真もお待ちし
ています。

新町東公民館

（１才６か月以上）

おごおり紙芝居原画展
15 10

30

10

２２００円です。

ご意見をお寄せください

のびのびサークル
5 月 8 日（日）
○春季
ソフトボール大会
小郡運動公園
5 月 13 日（金）
○おごおり地域づくり協議会総会
5 月 15 日（日）
○小郡地域大運動会 小郡中学校グランド
5 月 21 日（土）
○ボランティアのつどい in おごおり
小郡ふれあいセンター
5 月 24（火）
・25 日（水）
○老連小郡支部春の研修旅行
肥前路の旅
5 月 28 日（土）
○地域内各小学校運動会
5 月 29 日（日）
○ポカリスウェット杯家庭婦人バレーボール大会

日
月
場
会
サークル名

おごおり街角
イベント情報
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