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

2011 年 8 月 1 日

Vol.16

小郡地域交流センターで

ムが次々に登場、ステージ

年齢別にそれぞれのチー

みなく拍手が送られていま

顔、
、満員の会場から惜し

衣装から振り付けまで、

毎週活動を続けているキッ

ファンきっず」
（代表 吉

大変な時間とご努力があっ

した。

本久美子）の発表会、第４

たことは容易に想像できま

奈良県の応援旗には鹿が

ます。

の幹線道路沿いに、登場し

た。８月７日には、地域内

県の応援旗を作成しまし

るるの案山子」と各都道府

か か し

をお迎えするための「ちょ

は山口国体の選手や関係者

柏崎・新開・原子ども会

手づくりの旗でお迎え

上を飛び跳ねました。

回サマーフェスティバルが

すが、どのステージも笑顔

H23 年度小郡地域バレーボール大会結果

お母さんグループの「マミーズ」

ズダンスチーム「 ファン

７月９日、市南部総合セン

と元気が溢れていました。

り、真剣なまなざしと笑

子どもたちの懸命な踊

る演奏を披露しました。

ミュージック」も迫力のあ

プ「 ハッピーパワーオブ

また女性ゴスペルグルー

の最後を飾るなど大活躍。

チームも前半のステージ

また、お母さんたちの

ターで開かれました。

夏のスポーツ大会、昨年
は男子はソフトボールでし
たが、今年は男女ともにバ
レーボール競技となりまし
た。７月 日、男女それぞ
メントが行われ、各会場で
は真夏の暑さを吹き飛ばす
熱戦が続きました。
二つの区は男女ともにブ
ロック優勝。練習の成果が
実ったようです。

準優勝
蔵敷
山手上
柳井田
山手上
ヴェルコリーナ
花園町

ブロック 優 勝
Ａ（6 チーム） 柏崎・新開・原
男子 Ｂ（5 チーム） ヴェルコリーナ
Ｃ（6 チーム） 矢足
Ａ（6 チーム） 矢足
女子 Ｂ（7 チーム） 柏崎・新開・原
Ｃ（6 チーム） 金堀町

オープニングはお姉さんクラス「ガールズ」

れ３つのブロックでトーナ

10

ダンシングキッズ オン ステージ

サーブ、レシーブ、アタック

一生懸命なダンス、一瞬のポーズに大きな拍手
空中のせめぎ合い（わかば台対蔵敷）

女 12,538(+33) 人口 24,461(+57) 世帯 10,283(+37)
地域の人の動き 2011 年 7 月 1 日現在 【() 内は前月比】男 11,923(+24)

お互いにどういった能力
仕組みを作ること」を挙げ

こと」
「みんなで協力する

理解したことを言葉にする

し合い、合意の形成の手助

経験を積み上げて、良い話

はなれませんが、少しずつ

７月 日、地域防災研修

すが、災害の際の避難所や

６月 日、周南市から船

山口の玄関口をゴミ０にして

県内外のお客様をお迎えしよう

７月６日

７月３日

７月 日 第 回ふし
の夏まつり

り実行委員会

７月 日 生活安全部会
７月 日 体育部会
７月 日 ふしの夏まつ

環境衛生部会

７月９日 環境衛生部会
７月 日 総務部会
７月 日 健康福祉部会
７月 日 情報誌編集委員会

り実行委員会

ふしの夏まつ

清掃作業

新山口駅周辺

お地協日誌

【実施日】 ８月 28 日（日）午前 8 時

ました。
を持っているのかを分かり

を目指します。

技術をみるのではなく、 行いましたが、積極的な意

会を行いました。大震災等

自治会内のアパートなどの

生活安全部会

見の提出が相次ぎました。

の緊急事態に備える体制と

会員の扱い、住民の情報の

としてきました。

みなさんごお疲れさまで

した。ゴミの出ないまちに

なると良いですね。

小郡全域クリーンアップ大作戦

相手の意見に耳を傾ける力
総務部会

そう簡単には話し合いの

けができるようになること

グループに分かれました。 す。お互いを知ることが、

助言者ファシリテーターに

ました。

その後の作業の際に大いに

合うチャンスだったので

役目の人をファシリテー
それぞれのグループに与え
役立つのです。

名の参加者は、３つの

ターと呼びます。地域づく
られた課題は新聞紙ででき

話し合いの手助けをする

りの話し合いには欠かせな
るだけ高いタワーを造ると

そのグループの中で作業を

講師は話し合いのポイン

して地域の防災組織の必要

問題など、課題がはっきり

を出し合うカードの提出を

地域防災は自主組織が「かなめ」

い役割だと考え、総務部会
いうものでした。

模擬的にそれぞれの思い

では何人かの専門家の卵を

するうちに、それぞれの個

トとして「 笑顔で話すこ

性を確認しました。

池宿舎東側の草刈りでし

災組織の組織率が低いので

人の役回りが次第に分かれ

と」
「相手の意見を否定し

育てようと講座を開いてい

崎美智子さんを講師として
ことがこの作業の大事なポ

ます。

招いて第２回目の講座を開

ないこと」
「相手の意見を

当地区は市内の中でも防

イントと講師から指摘され

新山口駅周辺のクリーン

たが、駅周辺、
、大正通り、

おいでませ！山口国体・山口大会

2

・・お地協 HP http://www.ochikyou.jp・・

15

きました。

アップ。昨年から始まった

旧国道２号沿線をきれいに

環境衛生部会

継続的な作業が７月３日に

して歩きました。そうして

ていました。

きれいにしないと。
」
と語っ

が溜まってしまう。だから

してしまうとどんどんゴミ

参加者の一人は「一度汚

収集車２台分。

集まったゴミは専用のゴミ

も行われました。
地域づくり協議会のメン
バーを中心に「 ＪＲ西日
本」と「ＪＡ共済連」の職
員とご家族の方が参加し

人が清掃作業に取り組みま
した。
一番大きな作業はＪＲ金

駅北開発用地に集合して作業開始

【場所】小郡地域全域（お住まいの地区中心）
【申し込み締切】８月 18 日（木）小雨決行
【問い合わせ先】おごおり地域づくり協議会
☎ 976・8588
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ピカピカクリーン新山口駅表口
同じ新聞紙を用いてできるだけ高いタワーを作る
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※お地協（おごおり地域づくり協議会の愛称です）

語り合う「地域の活性化」

若手の企業人の集まり吉
南青年会議所は、毎月の例
会を開いていますが、７月
５日には渡辺山口市長を招
いて対話会を行いました。
同会では新山口駅ターミ
ナルパーク整備に併せて新

会場では様々な意見が出
ていました。
より元気な
「小
郡」に向けての活発な動き
になりそうです。

地域内には多くの事業所

への協賛などのような金銭

ます。地域づくりイベント

小郡俳句同好会は地域の

た。郷土の歴史を学ぶ良い

人と協力して上演しまし

小郡俳句同好会

歴史を題材にした紙芝居を
機会となりました。

紙芝居で学ぶ郷土の歴史

制作し、上演活動を行って
います。
６月 日、小郡南小学校
の３年生 人は総合学習の
中で其中庵を訪れ、紙芝居
で山頭火と其中庵の物語を
学びました。
日には上郷小学校５年

生を対象に「林勇蔵物語」
を、山口農業高校の生徒７

地域の芸能の晴れ舞台

小郡地域交流センターを

中心に活動している文化団

体が日頃の成果発表を行
個人や地域、学校や事業

ターで開催されました。こ

う「おごおり芸能大会」が

郷地区の建築金属部品製造

所多くの方々が地域のため

の大会は、おごおり文化祭

す。

工場では、毎月１回勤務時

に汗を流してくださってい

６月 日小郡ふれあいセン
間中の一定時間を地域内の

ます。

ティアを行う計画です。上

山口農高生が物語の現場などを説明

清掃作業に当てておられま
犯罪のない、みんな
で立ち直りを助け合え
る社会を目指す「社会
を明るくする運動」の
キャンペーンを７月１
日、地域内の団体が協
力して、駅やショッピ
ングセンターで広報活

実行委員会の主催です。

正確な知識が身を守る

７月 日、小郡地域交流

邦楽を中心に「踊り」
「演

奏 」などが行われました

が、お客さんを前にしての

舞台，否が応でも緊張が高

まります。

ライトアップされたス

テージでは次々と熱演が繰

り広げられました。

が行われました。今回は活

センター主催の環境学習会

とです。

で 本の断層があるとのこ

ます。現在確認されたもの

平成９年の山口県北部地

行われました。

大学金折裕司教授の講義が

断層と地震について、山口

る活断層が何本も走ってい

山口市にも地震の震源とな

震（Ｍ ）があるように、

筝の琴美会と尺八満山会の共演

29

14

動を行いました。

6.6

しい街おこしを計画してい
ます。その実現には行政の
協力が欠かせないというこ
とで、今回の対話会となり
ました。

がありますが、多くの企業

的な協力をいただけるとこ

汗だくになりながら紙芝居に集中
タスキがけで街頭活動

企業の地域奉仕活動盛ん

が本来の事業だけでなく地

ろもあれば、地域の清掃作

て 駅前地区の清掃ボラン

とご家族は，休日を利用し

の自動車メーカーの従業員

作業をされています。防府

店では始業前に周辺の清掃

駅南地区の健康飲料販売

りません。

をされるところも少なくあ

業などに積極的な取り組み

域への貢献を行っておられ

軍手にビニール袋で清掃

自分たちの住んでいる地

域の状況を正確に捉えて、

備えることが大切です。

3

10

30

共に築こう明るい社会

26
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新山口駅ターミナルパーク整備が中心

被爆者の体験を聞く会

（山口県原爆被害者団体協議会会長）

原子力発電所事故で放射 【場所】小郡図書館２階

66

2011.8.1
能の恐怖を身近に感じてい 【講師】竹田國康さん

ますが、 年前の原爆は今

おごおり地域づくり協議会事務局

日でも深い傷跡を残してい 【問い合わせ先】

ます。核の恐ろしさについ

☎９７６・８５８８

小郡図書館友の会「鉢の子」

30 12

て考えてみましょう。

【日時】 ８月 日（金）

☎０９０・７９７０・７５１７（尾上）

10

男性料理教室の開催

〜

し
物
内
容

葛原輝・吉村芳生・高木理子・河村久義他

人）

4

小郡文化資料館からのお知らせ

催

定員先着
30

夏の収蔵品展

分

順子

太郎

克美

福島

一坂

重田

穣亮

30

間

分〜３時

小田

吉田稔麿から見た明治維新 萩博物館高杉晋作資料室長

鴻城義塾理事長

30

8/26

期

8/18
ふるさとセミナー（各回午後１時

（土）

（土） 林勇蔵と明治維新

鉄道と暮らしを記録する会

（日） 岩戸神楽 を見に行こう 小郡文化資料館 文化財専門員

11/5 10/9 9/10 9/3
（土） 小郡と鉄道

日本とアメリカの子育てはここが違う

む昼食）そうめん流し

りの会」が夏休み企画とし 【申し込み先】ヒュッテ桂

ヘルスメイトが男性料理教室
を行います。
【日時】 9 月 22 日（木）
午前 9 時 30 分から午後１時
【場所】
小郡保健福祉センター調理室（２階）
【持参品】
エプロン、三角巾、筆記用具
【参加費】 200 円
【定員】25 名
【申し込み締切】9 月 12 日（月）
【申込み・問い合わせ先】
小郡保健福祉センター
☎ 973-8147
里山母親クラブ「どんぐ

※原則として、パソコンは

て米国滞在中の主婦による
が谷 ☎９７２・８８４８

ご持参でお願いします。

ミニ講演会を行います。

【日時】 ８月８日（月）

小郡図書館
カレンダー

・・・開館時間 ・・・
10：00 〜 19：00
土・日曜日は 17 時閉館

おごおり Vol.16

午前 時 分〜正午

24

て欲しいこと・・。

【日時】

８月 日（水）
・ 日（水） 【会場】

10 10

小郡ふれあいセンター

午前 時〜

【場所】桂が谷・ランプの宿

【申し込み・問い合わせ先】

シルバー人材センター

【参加費】大人５００円（含

10

午前 時〜正午

※資料代として２日で

30

午前 時〜正午 午後１

30

10

シルバー人材センターのパソコン講座

〈エクセルを学ぼう〉

２２００円です。
時 分〜午後３時 分

分ごと

小郡出張所 ☎９７６・１１７０

休館日 10・17 日はおはなし会
24 日は折り紙教室と赤ちゃんのおはなし会

【 費 用 】１ 単 位

５００円
（延長もできます）

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 １ ２ ３

８

月

火 水 木 金 土
２ ３ ４ ５ ６
９ 10 11 12 13

〈ちょっと聞きたい・・講座〉

パソコンでちょっと教え

ヘルスメイトと一緒に、バラン
スの良い食事を作りましょう。
【日時】 9 月 9 日（金）
午前 9 時 30 分から午後１時
【場所】
小郡保健福祉センター調理室（２階）
【持参品】
エプロン、三角巾、筆記用具
【参加費】 200 円
【定員】25 名
【申し込み締切】8 月 31 日（水）
【申込み・問い合わせ先】
小郡保健福祉センター
☎ 973-8147

30

８月は
「エクセル入門Ⅱ」

４
11

よい食生活をすすめる
ための料理講習会

日 月
31 １
7 ８

として住所録などを作成し

8 月 6 日（土）
○山手下区盆踊り
大会
○八方原区ふれあい盆踊り
○新町東下夏まつり
○金堀夏まつり
○東津総区盆踊り大会
○光が丘夏まつり
8 月 7 日（日）
○大正中区夏まつり
8 月 13 日（土）
○粟島神社例祭
長谷ふれあい夏まつり
○新町西納涼夏まつり
8 月 17 日（水）
○矢足区盆踊り大会
8 月 20 日（土）
○明治三区盆踊り大会
○山手上夏まつり
○尾崎区夏まつり
○新町東区夏まつり
○仁保津下区夏まつり
8 月 27 日（土）
○中央通ふれあいフェスタ
8 月 28 日
○県下一斉クリーンアップ作戦
○わかば台夏まつり

ます。

【日時】 ８月 ・ 日（木）

おごおり街角
イベント情報

地域情報誌

