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夢街道ルネサンス推進会議（事務局：中国地方整備局）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、「夢街

道ルネサンスフォトコンテ

スト」（募集期間：令和４年

６月１日から１０月１４日

まで）を開催しました。 

令和４年１１月２日（水）

に開催された｢ちゅうごく

街道交流会議｣において、応

募作品の展示があり、会議

の参加者によるフォトコン

テストの投票が行われまし

た。 

投票の結果、応募総数 172

作品の中から最優秀賞 1 点、

優秀賞 5点、佳作 10点の入

賞作品が決定しました。 

「柳井にっぽん晴れ街道」を題材にした作品の

うち、最優秀賞１点、佳作１点が入賞しました。

入賞した皆様、おめでとうございます。 

入賞者または応募者の作品は、中

国地方の道の駅において開催され

る写真展において展示されるなど、

夢街道ルネサンスのＰＲ活動に活

用される予定です。 

 詳細は、夢街道ルネサンスホームページ

（http://www.cgr.mlit.go.jp/cgkansen/yumekai

dou/pc/index.html）をご覧ください。 

 

 

 

 

第５２号  令和５年１月発行 

 

夢街道ルネサンスフォトコンテスト最優秀賞 

最優秀賞【テーマ】白壁の町 夕暮れ街道 

撮影者：掘 紘治 様 

佳作【テーマ】黄昏時の白壁通り 

撮影者：髙津 貴子 様 

http://www.cgr.mlit.go.jp/cgkansen/yumekaidou/pc/index.html
http://www.cgr.mlit.go.jp/cgkansen/yumekaidou/pc/index.html
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柳井にっぽん晴れ街道協議会は、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、県内他４団

体とともに選ばれました。 

その後、プロボノワーカーの募集の結果、１３名がプロボノワーカー、５名がオブザーバーとして、

街道協議会を支援していただいています。 

令和４年１１月６日から１２月２６日までの活動状況は、次のとおりです。今後、数回のミーティ

ングを開催し、令和５年２月１９日（日）１８時から開催される「プロボノ活動報告会」に臨みます。 

１１月 ６日（日） ●ボードメンバーによる協議（オンライン会議） 

・「プロジェクトの課題」「アウトカム（成果物）のイメージ」「スケジュール

設定」について協議しました。 

１１月１６日（水） ●第３回ミーティング（オンライン会議） 

・アウトカム（成果物）は中間、最終の２段階で、協議会へのマップづくりや

ホームページ編集へのインプットとなるアイデアを提供することとしまし

た。 

・全体スケジュールの確認とワークシートの作成について協議しました。 

１１月２６日（土） ●現地視察④「伊保庄バイパス沿線を歩く」 

・柳井駅集合、プロボノワーカーは３名参加し、プロボノ事

務局１名、一般参加者７名と一緒に歩きました。 

・伊保庄賀茂神社から柳井駅まで約９ｋｍを歩きました。 

１２月 ２日（金） ●ボードメンバーによる協議（オンライン会議） 

・１１月１６日のミーティングにおいて、プロボノワーカーから提案のあった

36のアイデアを分類し、整理することとなりました。（36→29に整理） 

・そのアイデアをプロボノワーカーで投票し、いくつかのアイデアを深掘りす

ることとしました。 

１２月 ３日（土） ●現地視察⑤「柳井港から白壁の町並みを歩く」 

・柳井港駅集合、プロボノワーカーは１名参加し、プロボノ

事務局１名、一般参加者１名と一緒に歩きました。 

・柳井港駅から白壁の町並みまで約４ｋｍを歩きました。 

１２月 ４日（日） ●協議会役員会において、プロボノワーカーとの顔合わせ（オンライン） 

・プロボノメンバーの紹介、これまでの活動を通して感じたことを発表するな

どして、交流を深めました。 

１２月１７日（土） ●現地視察⑥「柳井の水との戦いを追う」 

・柳井駅集合、プロボノワーカーは２名参加し、プロボノ

事務局１名、一般参加者４名と一緒に歩きました。 

・伊陸松山から果子乃季総本店まで約７ｋｍを歩きました。 

・午前中はプロボノワーカー２名と打ち合わせをしました。 

・翌１８日（日）に、プロボノワーカー１名と白壁の町並みを歩きました。 

１２月２６日（月） ●ボードメンバーによる協議（オンライン会議） 

・アイデアの投票結果、29 アイデアの中から上位５つのアイデアを選び、最

終アウトカムを意識した改善案の深掘りをすることにしました。 

・街道協議会からお願いしている「新しいマップ作成のアイデア」、「ＷＥＢサ

イトの改善提案」をするための進め方について協議しました。 

※「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。 

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 

プロボノワーカーに支援いただいています 
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 柳井にっぽん晴れ街道協議会は、おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会（事務局：山口県観
光連盟）が県内のコースと連携して行う「古地図を片手に、まちを歩こう。」に参加しています。 
柳井にっぽん晴れ街道協議会では、新コース「日積」を加え、以下のコースを実施します。皆様の

参加を心よりお待ちしております。※今後の予定は、ホームページ等によりお知らせします。 

日程 時刻 ルート ① 距離・所要時間②参加費用等③定員 

１月１４日（土） 
小雨決行 

 

車の場合 
集合１０時 
ふれあいどころ 437 
開始１０時０５分 
終了１２時頃 
ふれあいどころ 437 

【コース１】日積地区 
ふれあいどころ 437
（車の場合のみ）→大
原バス停（バス利用者
と合流）→小瀬上関往
還→火伏神狩野岩→
文珠堂→大帯姫八幡
宮→ふれあいどころ
437（車の場合ここで
解散）、→大原バス停
（バス利用の場合こ
こで解散） 

① 約４ｋｍ、約２時間 
② 300円（保険料込） 

バス利用者は別途バス代 780
円（由宇駅～大原往復）が必
要 

③ ２０名（最少催行人員：１名） 
※弁当が必要な場合は、申込時
にお申し出ください。弁当代は
実費をいただきます。 

バスの場合 
集合 10時 26分 
大原バス停（由宇駅
10時 10分発笠塚カ
ープ練習場前行き
バスに乗り、大原で
降りて下さい） 
開始１０時３０分 
終了１３時３０分 
大原バス停（13 時
34 分発、由宇駅 13
時 50分着） 

 １月２８日（土） 
小雨決行 

 
⇩ 

 

⇩ 

 

集合 ９時００分 
大畠駅 

開始 ９時１０分 
終了１１時３０分 
   大畠駅 

【コース２】大畠地区 
大畠駅→大畠・石神の
町並み→大島大橋→
大畠駅 

① 約４ｋｍ、約２時間２０分 
② 300円（保険料込） 
③ ２０名（最少催行人員：１名） 

 

集合１２時５０分 
柳井港駅 

開始１３時 
終了１４時４０分 
   柳井港駅 

【コース３】遠崎地区 
柳井港駅→長州征討
の碑→清狂草堂・月性
展示館・月性立像→柳
井港駅 

① 約３ｋｍ、約１時間５０分 
② 500円（入館料、保険料込） 
③ ２０名（最少催行人員：１名） 

 

集合１５時 
柳井駅 

開始１５時０５分 
終了１８時０６分 
   柳井駅 

【コース４】阿月地区 
柳井駅→柳井医療セ
ンター前バス停→小
瀬上関往還→芥川義
天出生の寺・克己堂
跡・赤禰武人屋敷跡・
世良修蔵屋敷跡→柳
井医療センター前バ
ス停→柳井駅 

① 約５ｋｍ、約３時間 
② 300円（保険料込） 

別途バス運賃 1,000円が必要 
③ ２０名（最少催行人員：１名） 

 

申込先：柳井にっぽん晴れ街道協議会 090-7509-3163（平日は 17：30以降に連絡してください。） 
※ＪＲ、バス等のダイヤ改正等により、集合・開始時刻、終了時刻等を変更する可能性があります。 
※【コース２～４】通しで参加可能です。その場合、参加費用は合計 1,100 円のところ 900円となり
ます。電車賃 340円（大畠駅～柳井港駅 190円、柳井港駅～柳井駅 150円の合計額）が別途必要と
なります。 

※【コース２・３】【コース３・４】の組み合わせも可能です。その場合、参加費用は合計 800 円の
ところ 700 円となります。【コース２・３】の場合は電車賃（大畠駅～柳井港駅間）190 円が、【コ
ース３・４】の場合は電車賃（柳井港駅～柳井駅間）150円が別途必要となります。 

※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。 

「古地図を片手に街道歩き」を開催します 
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１月 ８日（日） 

9:00～11:00 
日積大原 

街道整備（小瀬上関往還） 
 古地図ウォークのコース（日積地区）の草刈等を実施します。 
問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会事務局 090-7509-3163 

８日（日） 
12:00～ 
柳北小学校グラウンド 

柳北地区のどんど焼き 
正月飾りは 11時 30分までに持参。雨天・強風中止。 
問い合わせ：ブランニューフォース 080-1917-3226 

９日（月・祝） 
13:00～ 
ふれあいどころ４３７ 

風ん子どんど 
13:00から獅子舞、どんどばやし。13:20頃点火。ぜんざいあり。 
問い合わせ：Ｓｅｅｄｓ 090-5379-4757（西本） 

１４日（土） 
10:00～12:00 
ふれあいどころ４３７集合 

古地図を片手に街道歩き（日積地区）→３ページ参照 
バス利用者は 10:30大原バス停集合です。 
問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会事務局 090-7509-3163 

２２日・２９日（日） 
7:40～8:03 
柳井駅 

トワイライトエクスプレス瑞風おもてなし 
２月２６日にも停車します。 
問い合わせ：柳井市観光ボランティアの会 

２２日（日） 
18:00～ 

第２回プロボノを広めるオンライン交流会 
問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会事務局 090-7509-3163 

２８日（土） 
9:00～18:06 
大畠駅集合 

古地図を片手に街道歩き（大畠・遠崎・阿月地区）→３ページ参照 
午前中は大畠地区、午後は遠崎・阿月地区を歩きます。 
問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会事務局 090-7509-3163 

２月 ３日（金） 
～３月２９日（水） 
白壁の町並み一帯 

おひなさま巡り 
 ３月１９日（日）の「花香遊」でウォークラリーがあります。 
 主催：柳井市白壁の町並みを守る会 090-1012-4204（皿田） 

５日（日）・3/5（日） 
9:00～15:00 
旧日積中学校講堂そば
の山林（裾野） 

「しあわせの森」整備作業 
作業体験や交流を通じて森林づくりへの理解、住みよい地域づく

りを目指します。雑木を伐採。昼食は主催者で準備。 
問い合わせ：Ｓｅｅｄｓ 090-5379-4757（西本） 

１９（日） 
18:00～21:00 
オンライン 

プロボノ活動報告会 
前半は報告会、後半は交流会です。 
問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会事務局 090-7509-3163 

２６日（日） 
9:00～ 
お山の学校（日積） 

森林整備 
神社林の整備をします。 
問い合わせ・申込：Ｓｅｅｄｓ 090-5379-4757（西本） 

26日(日)～3/5(日) 
ふれあいどころ 437 

ふれあいどころ 437ひなまつり 
 問い合わせ：ふれあいどころ 437支援協議会  

090-5379-4757（西本） 
３月  ４日（土）予定 

10:00～ 
ふれあいどころ 437 

日積地区ウォーキング 
日積地区の古跡等説明資料に基づいて開催します。 

 問い合わせ：日積地区コミュニティ協議会 0820-28-0001 
１９日（日） 
白壁の町並み一帯 

やない白壁 花香遊 
花と香りで遊びましょう。 
問い合わせ：柳井市観光協会 0820-23-3655 

２６日（日） 
9:00～ 
お山の学校（日積） 

キノコ交流会・しあわせの森植樹 
シイタケ駒打ち体験、クヌギ、コナラの苗木植樹をします。 

 問い合わせ・申込：Ｓｅｅｄｓ 090-5379-4757（西本） 
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。 
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 

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

