№１３０

令和２年
１月号

題名：ミーキ
氏名：土井

TEL 922-4035
発行 大歳地域交流センター
開館時間 8 時 30 分～17 時 15 分 （行政窓口）

FAX 922-4036
TEL 922-2461

人

晶裕さん

口

13,882

世帯数

6,710

令和１年 12 月 1 日現在

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は、大歳地域交流センター主催講座をはじめ、各種事業や行事等に
ご協力を賜り、誠にありがとうございました。
お陰様で、充実した事業活動を行うことができました。
本年も、昨年より増して、地域の皆様により親しまれ、愛される地域交流
センターを目指し、職員一同さらに努力して参ります。これまで以上に皆様
方のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
大歳地域交流センター 職員一同

大歳地区社会福祉協議会では、三世代交流事業として、「おもちつき」を開催します。また、
おもちつきの後は、まめまき・おもちまきをします！奮ってご参加ください♪
日時：２月２日（日）
１０時～１３時（受付９時３０分～）
場所：大歳地域交流センター
内容：おもちつき、まめまき、おもちまき
定員：先着８０名 ※１月９日から受付開始
申込：大歳地区社会福祉協議会
（大歳地域交流センター内）
（TEL：０８３－９２０－１７００）

大歳小学校では、下記の日程で、『地域参観日』として本校の教育活動を地域・保護者の皆様
に公開します。地域の皆さまにご参観いただき、ご意見をいただくことで、今後の学校教育の改
善に取り組んでいきます。ご都合のつく時間帯に遠慮なくご参観ください。
日 時：２月７日（金）１０時３５分～１３時５０分
日 程：１０時３５分～１１時２０分
授業参観（３校時）
１１時２５分～１２時１０分
授業参観（４校時）
１２時１０分～１２時５０分
給食参観
１２時５０分～１３時３５分
昼休み参観
１３時３５分～１３時５０分
掃除参観
その他：①自転車は、中校舎と南校舎の間のアスファルト部分においてください。
②校内および学校周辺の施設には、駐車場はありません。
大歳地域交流センターには他の利用者もいらっしゃるため、駐車はご遠慮ください。
③上履きは、各自ご持参ください。
問い合わせ：大歳小学校 （ＴＥＬ ９２２－２４６６）
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１１月２４日（日）大歳小学校体育館にて開催
しました、ソフトバレーボール大会の結果を報告
します。
Ａ級トーナメント
優 勝 下湯田
準優勝 中矢原Ａ
三 位 下矢原Ｂ、岩富Ｂ
Ｂ級トーナメント
優勝 中矢原Ｂ

Ｎｏ.１３０

「上手なほめ方・しかり方」について、下記
日程のとおり講座を行います。
ぜひご参加ください。
日時：２月５日（水）
１０時～１２時
場所：小郡ふれあいセンター
講師：松岡 勝彦氏（山口大学教授）
対象：子育て中の方・興味のある方
定員：４０人 ※申し込み多数の場合、抽選
持ち物：筆記用具
託児：無料（要申し込み）
問い合わせ：山口市教育委員会 社会教育課
（ＴＥＬ ０８３－９３４－２８６６）
※申込締切：１月２３日（木）
ＱＲコードはこちら→→→

優勝：下湯田

準優勝：中矢原Ａ

大歳地域交流センターで、カルタや百人一首
など、正月遊びをして楽しく過ごしませんか？
みんなでおぜんざいも食べますよ♪気軽にご
参加くださいね♪

日時：１月１８日（土）
１３時３０分～１５時３０分
場所：大歳地域交流センター
２階 講堂
内容：トランプ、カルタ、百人一首
囲碁、将棋、折り紙、お手玉遊びなど
参加費：１００円
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

２０２０年、新しいことを始めてみたいとい
う方、大歳地区社会福祉協議会の「ふれあい弁
当」に添えるペーパーフラワー作りに参加され
ませんか？
気軽に取り組めて、楽しく、友達作りにも繋
がります。皆さんの参加お待ちしています。
日時：１月２７日（月）
２月 ３日（月）
２月１０日（月）
２月１７日（月）
いずれも９時３０分～１２時
場所：大歳地域交流センター
２階 講堂
持参品：工作用はさみ、お手拭き
問い合わせ：お花づくり代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）
申し込みは不要ですので、気軽にご参加くだ
さい♪
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野良猫に無責任にエサを与えることにより
猫が集まり、糞害などの問題が発生していま
す。
猫がかわいそうと思うのであれば、責任を
もって飼ってください。飼えないのであれば、
無責任なエサやりはやめましょう。

Ｎｏ.１３０

未就園児の親子ならどなたでも参加できま
す！ご参加お待ちしています！
日時：１月２４日（金）
１０時～１３時
場所：大歳地域交流センター
２階 和室
内容：恵方巻つくり
対象：未就園児の親子（先着１５組）
持参物：エプロン、三角巾、飲み物
参加費：１家族１００円
申込締切：１月１７日
問い合わせ：太陽クラブ 代表 山根
（ＴＥＬ ０８０－５２０７－５０５９）

放送大学は、インターネットやテレビ、ラジオで学ぶことができる通信制大学です。
山口県内では、約６００名の方々が学んでおられます。多彩な放送授業３００科目があり、お好
きな科目を１科目から選択できます。
みなさんの生涯学習やキャリアアップ、資格取得などを応援します。
■２０２０年４月入学出願受付

第１回１１月２６日（火）～２月２９日（土）
第２回 ３月 １日（日）～３月１７日（火）
■入学相談時間：月曜日、祝日を除く１０：００～１７：００
インターネットから「放送大学」を検索してみてください。

QR コ ー ド
はこちら

お問い合わせは、放送大学山口学習センター（０８３－９２８－２５０１）まで

【大歳地区１月の行事予定】
6 日(月) 燃やせないごみの日

20 日(月) 金属・小型家電製品の日

7 日(火） 七草がゆを食べませんか？（10：30～12：30）

22 日(水) びん・缶の日

10 日(金) 健康相談（10：00～11：00）

24 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

13 日(月・祝） どんど焼き（10：00～15：00）

27 日(月) お花づくり（9：30～12：00）

17 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

27 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

1７日(金） パソコン相談（10：00～12：00）

30 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）

1７日(金） ブックスタート体験会

31 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）

（10:00～12:00、14:00～16:00）
18 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

※木曜日はプラ容器包装分別収集

令和２年１月
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大歳のエトセトラ ７３

大内輝弘の乱入

－450 年前の出来事－ そのⅡ乱入の道(1)
そうりん

大内輝弘が山口に「乱入」した永禄 12（1569）年、毛利元就は、豊後国の大友氏 21 代当主宗麟註１と
ようしょう

北九州の覇権をめぐって全面対決しており、博多湾を望む要 衝 である立花城註２を攻略し占拠していま
した。大友宗麟は、毛利軍を九州から撤退させる打開策として、背後の撹乱を狙い、山口へ大内輝弘を
送り込むことを画策します。輝弘も大内氏再興の機会と捉え、遂に、永禄 12（1569）年 10 月 11 日に大
友軍を伴い、秋穂湾を挟んだ秋穂浦と白松浦（阿知須・西岐波付近）の海岸へ着岸します。上陸した時
の輝弘の兵力は５百とも３千ともいわれ、はっきりしていません註３。輝弘の本隊は秋穂浦に上陸し、主
ごじょう し み ち

に御上使道註４を北上したといわれます。つまり、輝弘軍は、秋穂二島の幸田から仁光寺、梅の木峠を抜
け註５、山陽道を横切り、陶の馬場の岩佐山祇園社や引地の正護寺などを焼き払いながら陶村・糸根に出
よろいがたお

すえがたお

ます註６。その後、一部は鎧ヶ峠を越えて、平川の黒川の小出にでますが、大部分は、陶 峠 を越えて、
平川の平野口の明神池付近（四十九ガ原）に出ます。この辺りで、激しい戦闘があり、毛利軍の家臣、
井上善平衛就貞は、輝弘軍に敗れ、戦死しています註７。平野口や小出に出た輝弘軍は、広瀬橋で九田川
あ い わたせ

を渡り、平川の福良・小原・向矢原と椹野川に沿って東に向かい、往時は渡し船だった秋穂渡瀬で椹野
川を渡ります。そして、輝弘軍は、今も少し「御上使道」の痕跡が残る富田原地区の中を通り、袖解橋
ちくやまやかた

を渡ります。その後、石州街道を通り、山口の大内氏の別館であった築 山 館 を占拠して、高嶺（鴻の
峯）城に対して陣を構えます。永禄 12（1569）年 10 月 12 日のことです。
次回につづきます。
よししげ

（大歳史談会、文責：白上茂樹）
そうりん

註１： 大友義鎮。キリシタン大名。大友氏 21 代当主。宗麟の法名で知られています。 註２： 立
花城は福岡県新宮町と久山町にまたがる立花山山頂にあった山城です。 註３： 山口文書館 和田秀
作氏「大内輝弘の挙兵とその影響」 註４： 大内時代に整備された山口と秋穂浦の港を結ぶ道路。当
時、秋穂浦は山口の玄関口。御上使道という名の由来は「京都の将軍や九州の諸大名の使者が山口を往
還する道」からきていると言われます。
「秋穂街道（あいを道）
」とか「上使道」と呼ばれます。 註５：
現在は県道 194 線・山口秋穂線が通っている。 註６： 「陶村史」より。岩砂山八坂神社は明治 42
年春日神社境内（周防鋳銭司跡付近）に移転。 註７： マツノ書店・毛利元就卿伝に、
「輝弘は破竹
の勢を以って椹野川東岸を北上し、12 日に平川より山口に至った。山口町奉行井上善平衛尉就貞は僅か
しゅうか

なる手勢を具して平野口（吉敷郡平野村）に於いて之を防いだが衆寡敵せずして戦死した。
」とある。

