
 
 
 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
ひな人形をご寄贈いただきました 
桃の節句に女の子の健やかな成長を願って飾る

ひな人形ですが、長らくしまったまま、というも

のも・・。ご家庭に眠っていたひな人形など、ご

寄贈いただいたものをまなび館２階に展示してい

ます。上記作品発表会とあわせて、旧酒造商家の

町屋を生かしたひな飾りをお愉しみください。 

 
 

 
 
の行事で、町内会に入っている伝た。 

  
 

                   

 

 
 

 山口ふるさと伝承総合センター 

 伝承センター通信  
                   

 

十朋亭に続き 整備が始まる道づくり 

 山口らしい落ち着いた佇まいと散策したくなる道

や風景創りを目指す大内文化街道まちなみ協議会の

提案を受けて部分的な測量と設計が始まっています 

伊勢橋上流域は五重塔に繋がる両岸道は人に優しく

自然を楽しめる配慮のある道路の 

再生を願い、一の坂川と竪小路や 

大殿を繋ぐ大手町野田線の一部や 

石原小路等横軸の小路は既に整備 

された処と合う色調や形で整えて 

行く予定です。現在測量の進む 

路線は右の図で黒太線の部分です。 

大内時代から残されてきた道筋の 

道づくりが、現在工事中の十朋亭 

等維新遺跡の整備と共に、住み続 

ける私達にも優しい風景となって 

行く様子を期待したいと思います 

 
 

         まちづくりNEWS ◆ミニ暮音小路◆ 

指定管理者 ～NPO 法人山口まちづくりセンター～ 

平成 29 年 

３月 
                  

過去の教室作品発表会（まなび館） 

センター開講各種教室受講

生・OB による「ものづく

り教室作品発表会」（3/3～

4/9）の期間中には、「ひな

さんぽ」等大殿界隈で様々

なイベントも催されます。

ぜひお立寄りください。 



5 10 12 2 3

開催日時（原則） 開催日時（原則）

　昼：第1・3土曜日13：30～15：30 　毎月第2・4月曜日10：00～12：00

　夜：第1・3土曜日19：00～21：00

期間回数 １年コース（24回） 期間回数 6ヶ月（10回）

教材費 20,000円 7,000円

開催日時（原則） 開催日時（原則）

　A班：第1週の火・水9：30～12：00 　毎月第1・3水曜日13：00～15：00

　B班：第1週の木・金13：00～16：00

期間回数 前・後期（各12回） 期間回数 5ヶ月（10回）

教材費　　 土・焼成代 教材費 8,000円

開催日時（原則） 開催日時（原則）

　毎月第2・4木曜日9：30～12：00 　毎月第1・3木曜日13：30～16：00

期間回数 半年コース（10回） 期間回数 半年コース（１0回）

教材費 8,000円 教材費 6,000円

開催日時（原則） 開催日時（原則）

　毎月第1・3金曜日13：00～15：00 　毎月第2・4火曜日10：00～12：00

期間回数 6ヶ月（10回） 期間回数 5ヶ月（10回）

教材費 8,000円 教材費 各8,000円

開催日時（原則） 開催日時（原則）

　毎週月曜日13：00～16：00 　毎週土曜日17：00～19：00

期間回数 3ヶ月（10回） 期間回数 3ヶ月　（全８回）　　　　　　

受講料 無料　浴衣地持参 受講料 無料

　毎月第2・4日曜日 　毎月第1・3土曜日 　①毎月第1・3日曜日
　13：00～15：00 　19：00～21：00 　②毎月第1・3水曜日

期間回数 期間回数 　　　　　13：30～15：30

　前・後期（各12回） 　前・後期（各12回） 期間回数
受講料 受講料 　前・後期（各8回）

　1,500円（１カ月） 　12,000円（着物持参） 教材費　　　8,000円

竹細工教室

114 6 7

７月休講

鷺流狂言教室

山口の伝統芸能を学びます

ストール・テーブルマット（藍染）

等制作します リモコン入れ等制作予定です

キーケース等小物制作します 針さし・ポーチ等制作します

手織教室

こどもの茶の湯教室 着付教室

和裁教室

和裁の基本技法を学び浴衣を
制作します

茶の湯の基本を学びます

トールペインティング＆
メタルエンボッシングアート教室

定期講習日以外でも実習可能です 季節の型染タペストリーを染める
（正月・春）

革ろうけつ染
レザークラフト教室

パッチワークとちりめん細工教室

一対の夫婦人形を制作します・直径９㎝ 教材費

陶芸教室 染色教室

3/15
9/15
9/15

3/15　9/15

大内塗教室 型染教室

タペストリー・テーブルセンター
等制作します

年
間
ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

市報掲載予定（号） 8 9 1

3/15 8月休講

3/15
3/15　9/15

3/15 8月休講

3/15
3/15
3/15 8月休講

平成29年度

山口ふるさと伝承総合センター

ふるさと伝承センターでは、初心者向け各種教室・体験・講座を開催しております。

各教室等のお申込みは市報掲載後の当月18日午前9時から電話又は窓口で受付ており、先着順となります（そば打ち体験は除く）。市外の方も参加できます。

定期教室

ひとりで着物が着れるよう
になります

前期：亀甲盛皿

後期：六ツ目盛籠を制作します

開催日時（原則）　　　　　　 開催日時（原則）　　　　　　 開催日時（原則）

対象：小学３年生以上

大内塗 （1年 24回）

陶芸・着付・茶の湯 （前期 12回） 陶芸・着付・茶の湯 （後期 12回）

レザークラフト （10回）

手織 （10回）

和裁 （10回）

トールペイティング （10回）

型染 （10回）

竹細工 （前期 8回）

染色 （10回）

パッチワーク （10回）

竹細工 （後期 8回）

教室修了後はＯＢ会に入会出来ます

鷺流狂言 （8回）



開催日時 開催日時
 火曜コース：6月6・13日9：30～12：30  火曜コース：11月7・14日9：30～12：30

 水曜コース：6月7・14日9：30～12：30  水曜コース：11月8・15日9：30～12：30

材料費 材料費
 1,000円  1,000円

申し込み 申し込み
 5月15日号市報掲載予定  10月15日号市報掲載予定

 5月18日9：00から受付開始  10月18日9：00から受付開始

開催日時 開催日時
 毎月１回（最終週）13：30～16：00  奇数月の最終日曜日14：00～16：00

材料費 材料費
 1,000円 1枚 500円（お一人2枚まで）
申し込み 申し込み
 ≪抽選≫  奇数月15日号市報掲載予定

 市報掲載時から当月20日までに申込み  18日9：00から受付開始

860円（１膳）

500円

実費

 

木工コース 木を材料とした作品制作です
7月23日（日）
①　10：00～12：00
②　13：00～15：00

　
打ったそば（3人前）は
お持ち帰り！打ちたて
のそばは絶品です！

素焼きのお皿に絵付け
をし、オリジナル皿を作
ります。
プレゼントにもどうぞ！
(焼き上がり約1か月後）

夏休みものづくり体験　　　　　小・中学生の宿題、お助けします！

大内塗コース 箸に漆を塗り金箔を貼り付けます
7月22日（土）

13：30～15：00　※後日お渡し 6月15日号
市報掲載予定

6月18日
9：00から
受付開始

陶芸コース 手びねりで器を一つ作ります
7月15日（土）①10：00～12：00
②13：00～15：00　※後日お渡し

そば打ち体験 陶芸絵付け体験

大好評！1日体験・短期教室
お魚料理教室 郷土料理教室

新鮮なお魚を使った家
庭料理を作ります！

わきあいあいとしたお
料理教室です！楽しく
郷土の家庭料理を作り
ます！

年替わりで、いろんなものづくり体験・講座を企画しております

教室・体験・講座開催のご案内は、

市報・伝承センター通信（周辺の

公共施設等に設置）・ホームペー

ジにてご確認ください

教室・ＯＢ会作品展

サンタのお家作り門松作り 布ぞうり 和菓子作り

メールアドレス y-densho@c-able.ne.jp

ホームページ http://y-densho.sblo.jp/

山口ふるさと伝承総合センター
〒753-0034

山口市下竪小路12

電話 083-928-3333 FAX   083-932-1877

休館日：8/14～8/16 12/29～1/5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                       

 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口ふるさと伝承総合センター発行 

〒753-0034  山口市下竪小路 12  

TEL 083-928-3333  FAX 083-932-1877 

E-mail y-densho@c-able.ne.jp 

URL http://y-densho.sblo.jp/ 

 

館内見学時間 

9:00～17:00  

入場料  無料  

 

3 月スケジュール                    

イベント案内              ものづくり体験等のご案内             

そば打ち体験 
打ったそば 3 人前（だし付き）をお持ち帰り 

日 時：毎月最終週 

3 月は 30 日（木）13:30～16:00  

定 員：14 名（抽選にて選定） 

体験料：1,000 円（材料費含む） 

チーム OIDEMASE 企画 

東日本復興支援  桜めぐり＆お茶めぐり 
期 間：2 月 22 日（水）～ 4月 9 日（日） 

山口ふるさと伝承総合センター会場 

阿知須ひなもん作品展示 2/22～2/26 

※ひなもんづくり体験 2/24,25 

ものづくり教室作品発表会 3/3～4/9 

 教室受講生・OB による作品を展示します。 

お煎茶（柴山流）茶席 4/2  

400 円（内、50円を復興支援金とします） 

※期間中、ミュージアムショップの売上の 

１０％を復興支援金とします。 

その他の会場：大路ロビー、 

山口市菜香亭、クリエイ 

ティブ・スペース赤れんが                                                                                                                             

申込受付は 3月 18 日（土）9時～ 

（そば打ち体験受付は 3月 20日（月）まで）  

陶芸絵付け体験 
素焼きの皿に絵付けをします。 

日 時：3 月 26 日（日）14 時～16 時 

定 員：先着 20 名（小学生以下は要保 

    護者同伴） 

体験料：1 皿 800 円(1 人 2 枚まで) 

新年度教室受講
生を募集します 

平成 29 年 4 月

からの新年度開講

教室案内を中ペー

ジ見開きに掲載し

ています。ぜひご

参加ください。 

一の坂川の桜 ～歴史と開花情報～         

山口中心市街地を流れる一の坂川一帯、伊勢

橋から亀山橋にかけて、桜のスポットとしてに

ぎわいます。昨年、琴水橋付近では３月 26 日

に開花しました。 

江戸時代、一の坂川は桜川、錦川とも呼ば

れ、当時も桜の名所だったようです。大正天皇

即位記念として後河原に桜が植樹されるなど、

昔から風情ある景観が大切にされてきました。 

センターのホームページでは３月下旬頃から

「一の坂川・桜の開花状況」をご紹介する予定

です。桜めぐりにご利用ください。 


