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 近年、「プロボノ」という言葉を聞くようになりました。 

「プロボノ」とは、仕事上身に付けた専門的な知識や技術を活かしたボランティア活動です。 

柳井にっぽん晴れ街道協議会では、これまで街道の魅力を伝

えていくため、様々な活動をしてきました。特に、協議会主催・

共催のウォーキングにおいては、今まで気づかなかった魅力を

参加者に教えていただくことが多々あります。 

そこで、街道の魅力をさらに掘り起こし、発信することで、

地域の活性化を一層推進していくため、令和４年度プロボノワ

ーカー支援受入県民活動団体に応募しました。７月１１日にオ

ンラインにて審査を受け、県内他４団体とともに、受入県民活

動団体に選ばれました。 

その後、８月２６日までプロボノワーカーの募集があり、８月２１日及び２８日にプロボノマッチ

ング会がオンラインにて開催されました。その結果、１３名がプロボノワーカー、５名がオブザーバ

ーとして、翌年１月まで街道協議会を支援していただくことになります。 

プロボノワーカー、オブザーバーには、具体的には次のような支援をしていただく予定です。 

●支援いただく内容 

①パンフレット・マップの作成 

仮作成した原稿をもとに、数日に分けて歩き、街道の魅力を掘りおこし、改善しながら本作成に取

り組みます。リモートの場合は、動画等を見ながらアイデアを提案していただきます。 

②ホームページの充実 

令和４年２月に開設したホームページを、より充実したものにします。ストーリー性を持たせるな

ど、より良いものになるように、動画を含めたホームページの見せ方、文面の改善をはじめ、技術的

な改善点を教示していただきながら充実していきます。 

●協議会会員の皆様へ 

プロボノワーカー、オブザーバーとの具体的な日程が決まりましたらお知らせい

たします。また、上記支援いただく内容と類似する活動を行っている場合は、事務

局岸田までご連絡ください。プロボノワーカー、オブザーバーの支援をいただきな

がら課題を解決したいと考えております。 

プロボノについての詳細は、以下のホームページをご覧ください。 

https://kiteyama.lpg-y.com/ 

問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会事務局 090-7509-3163（岸田）※平日は 17:30以降 
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プロボノワーカーを受け入れます 

ＱＲコード 

https://kiteyama.lpg-y.com/
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 柳井にっぽん晴れ街道協議会は、９月から翌年２月まで、日積地区コ

ミュニティ協議会の依頼を受け、日積史跡等説明資料を作成します。 

 日積地区コミュニティ協議会では、地区住民には愛着と誇りを育み、

地区外の住民には関心と憧れを醸成する日積史跡等説明資料データを活

用して情報発信し、日積地区の魅力を市内外にアピールしつつ、後世へ

の伝承に注力することを目的に、日積史跡等説明資料データを作成する

こととしています。 

 ９月から、日積地区内２２か所の古跡等説明資料の作成を始めます。地点ごとの

説明資料をＡ４サイズ両面にて作成します。また、古跡総括説明資料をＡ３両面で

作成します。説明資料データは、別途「From日積」ホームページ 

（http://hizumi-yoitoko.com/）にて公開される予定となっています。 

 この資料作成に興味のある方、作成に関わりたい方は、街道協議会事務局へご連絡ください。                            

問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会事務局 090-7509-3163（岸田）※平日は 17:30以降 

 

 

 

夢街道ルネサンス推進会議では、中国地方（鳥取県、島根県、

山口県、広島県、岡山県）の夢街道ルネサンス認定地区におけ

る、街道や街道周辺の風景等の写真を通じて、街道文化の魅力

を知っていただくとともに、歴史や文化を今に伝えるべく、フ

ォトコンテストを開催しています。 

「柳井にっぽん晴れ街道」は夢街道ルネサンス認定地区です。

小瀬上関往還、岩国竪ヶ浜往還の柳井市部分が該当します。積

極的なご応募をお願いします。 

①テーマ：街道や街道から連想される自然や絶景などの風景、

町並みなどテーマは自由 

②撮影対象地域 夢街道ルネサンス認定地区（ＨＰ参照） 

③撮影期間：令和元年６月１日以降に撮影され

たもの 

④募集期間：令和４年 10月 14日（金）まで（当

日消印有効） 

応募方法など詳細は、夢街道ルネサンスホー

ムページをご覧ください。 

 

 

 

 山口ケーブルビジョン、アイ・キャン（岩国市）など、ケーブルテレビで放送中の

「往還道を歩いて見た」の YouTube配信が６月から始まりました。 

第１弾は「岩国竪ヶ浜往還」です。岩国から柳井を経て平生町竪ヶ浜までを歩いて

います。約１５分の番組、週１回火曜日更新で、３０回程度の配信となる予定です。 

なお、監修、撮影、編集、出演は久保田修治氏です。 
ＱＲコード 

「往還道を歩いて見た」YouTube配信 

日積史跡等説明資料を作成します 

夢街道ルネサンスフォトコンテストは１０月１４日まで 

ＱＲコード 

ＱＲコード 

http://hizumi-yoitoko.com/
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柳井にっぽん晴れ街道協議会は、柳井市観光協会と共催するウォーキングを開催します。 

皆さんの参加を心よりお待ちしております。 

★１０月に防長バスの大幅なダイヤ改正が見込まれ、集合時刻や開始時刻、終了時刻等の大幅な変更

があり得ます。最新の情報については、９月下旬頃ホームページ等でお知らせします。 

日時 コース 
① 距離・所要時間 

② 参加費用 ③定員 

９月２４日（土） 
 小雨決行 
集合 ９時 
 柳井駅 
開始 ９時１０分 
終了１２時頃 

  現地解散 

【コース①】白壁の町並み付近の街道を歩
く 
柳井駅→しらか
べ学遊館→佐川
醤油蔵→やない
西蔵→町並みふ

れあい館→むろ
やの園→柳と井
戸→現地解散 

①約２ｋｍ 
 約３時間 
②無料（別途むろやの園入館
料 450円が必要） 

③２０名 

１０月１５日（土） 
 雨天中止 
集合 ８時５５分★ 
  大畠駅 
開始 ９時★ 

終了１５時頃★ 
   大畠駅 

【コース②】周防大島～大畠・柳井間の交
通の変化をたどる 
大畠駅→大島航路発着場跡→大畠駅バス停
(9:25)→開作港
バス停 (9:44)→

開作港跡→小松
港跡→大島大橋
→大畠観光セン
ター→大畠駅 

① 約８ｋｍ 
約６時間 

② 1,200 円（保険料、弁当
代込） 
別途バス代 430円が必要 

③ ２０名（最少催行人員：
１０名） 

１１月２６日（土） 
 雨天中止 
集合 ９時４５分★ 

  柳井駅 
開始 ９時５５分★ 
終了１６時頃★ 
  柳井駅 

【コース③】伊保庄バイパス沿線を歩く－
伊保庄バイパス一部開通記念 
柳井駅→近長バス停→賀茂神社→向田の青

面金剛→空荒神
社→伊保庄バイ
パス→サザンセ
ト伊保庄マリン
パーク→柳井駅 

① 約９ｋｍ 
約６時間 

② 1,200 円（保険料、弁当

代込） 
別途バス代 450円が必要 

③ ２０名（最少催行人員：
１０名） 

１２月１７日（土） 
 雨天中止 

集合１２時２０分★ 
  柳井駅 
開始１２時２８分★ 
終了１７時台★ 

   柳井駅 

【コース④】柳井の水との戦いを追う 
柳井駅(12:28)→小行司バス停(12:45)→黒

杭水源池→畑のため池→黒杭川上流ダム→
黒杭川ダム→果子乃季総本店→落合バス停
（バスの便がな
い場合、柳井駅ま
で徒歩となりま
す。）→柳井駅 

① 約７ｋｍ（帰りのバスの
便がない場合、約 10ｋｍ） 

約５時間 
② 1,200 円（保険料、弁当

代込） 
別途バス代 740円が必要 

（バス代変更の可能性あり） 
③ ２０名（最少催行人員：

１０名） 

【コース①～④】の申込先：柳井市観光協会 0820-23-3655（９～１７時）（実施日の１か月前から
１週間前までに申込） 
※コースは都合により変更することがあります。 
※新型コロナウイルス感染症拡大が収束しない場合は、中止します。 

１０～１２月のウォーキング（予告） 
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９月 ２４日（土） 

9:00～12:00頃 
柳井駅集合 

白壁の町並み付近の街道を歩く→３ページ参照 
１週間前までに予約が必要です。 
問い合わせ：柳井市観光協会 0820-23-3655 

10月 ２日（日） 
お山の学校（日積） 

お山の学校周辺草刈り（柳井ふれあい森の会）（Ｓｅｅｄｓ） 
問い合わせ：Ｓｅｅｄｓ 090-5379-4757（西本） 

１４日（金） 
３１日（月） 
13:50～15:30 
佐賀小学校（平生町） 

サザンセト魅力発見プロジェクト マップづくり 
令和２年度は柳井小学校、令和３年度は平生小学校でマップづくり
を実施しました。今年度は佐賀小学校の児童と作成に取り組みます。 
問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会 090-7509-3163（岸田） 

１５日（土） 
8:55～15:00頃 
大畠駅集合 

周防大島～大畠・柳井間の交通の変化をたどる→３ページ参照 
１週間前までに予約が必要です。 
問い合わせ：柳井市観光協会 0820-23-3655 

１６日（日） 
石井ダム周辺 

石井ダムまつり 
問い合わせ：ブランニューフォース 080-1917-3226（松本) 

２３日（日） 
妙円寺（遠崎） 

月性追慕記念行事 
講演、剣舞、詩吟を予定しています。 
問い合わせ：（公財）僧月性顕彰会事務局 0820-45-2211 

２９日（土） 
9:00～16:00 
やまぐちフラワーラ
ンド 

市民活動フェスタ（やない市民活動センター開設 10周年） 
発表、体験、物販、ポスター展示の各コーナーがあります。 
柳井にっぽん晴れ街道協議会はポスター展示を行います。 
問い合わせ：やない市民活動センター 0820-25-3535 

３０日（日） 
ふれあいどころ 437 

ふれあいどころ 437 オータムフェスタ 
日積地区ウォーキングも開催されます。 
問い合わせ：ふれあいどころ 437支援協議会 0820-28-5437 

通年 日曜・祝日（年末年始
除く）10:30～ 
柳井駅集合 

DISCOVER WEST ハイキング－地元ガイドとまち歩き－ 
白壁の町並みを歩きます。予約不要、無料。 
問い合わせ：柳井市観光ボランティアの会 0820-23-3655 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、中止や延期になることがあります。 

 

 

 

 「柳井にっぽん晴れ街道協議会」は、恵まれた気候風土と歴史が育んだ柳井地域の街道筋にある地

域資源を生かした、魅力ある地域づくりを行っております。 

会員になると、ホームページや協議会だよりで、個人や団体で主催している各種活動情報をＰＲす

ることができます。また、入会している個人・団体との交流ができます。 

●会費 

種別 会費 

個人会員 年会費 １口   ５００円 （１口から） 

団体会員 年会費 １口 １，０００円 （１口から） 

●問い合わせ 

柳井にっぽん晴れ街道協議会 事務局長 岸田稔明 電話：090-7509-3163 

編集・発行 柳井にっぽん晴れ街道協議会  
〒７４２－００３５ 柳井市中央二丁目２番１２号 武居ビル２階 
電話 ０９０－７５０９－３１６３  ＦＡＸ ０８２０－２３－８５６３ 
メール info@yanainipponbare.com 
ＨＰ https://yanainipponbare.com/    右のＱＲコードからお入りください⇒  

「柳井にっぽん晴れ街道」に関係する行事のご案内 

「柳井にっぽん晴れ街道協議会」会員を募集しています 

mailto:info@yanainipponbare.com
https://yanainipponbare.com/

