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マナーアップ講座

人

数

13,260

世帯数

TEL 922-4035

FAX 922-4036

（行政窓口）

TEL 922-2461

6,054

平成 26 年 2 月 1 日現在

３回シリーズ

☆ 赤ちゃんとニコニコ！ベビーマッサージ！
☆ 茶話会
大歳の子育て支援のいろいろを紹介しま～す

１
３月１１日（火）
回 【日にち：
メニュー
内 容： アロマオイルを使っての
目
ベビーマッサージ
・ 大根たっぷり棒餃子

未就園児を子育て中の家族を対象に“楽しく子育て
みんなの広場”を開催します。参加してママ友を作ろう！
きっと子育てがもっともっと楽しくなりますよ！

２回目

対 象： ３か月～１歳半頃までの
お子さんとその保護者
・ クリームシチュー
持参物：
バスタオル２枚・ハンドタオル
(赤ちゃん用) ウェットティッシュ・着替え・飲み物

☆ 子ども大好き
栄養たっぷりメニュー

日にち： ３月１９日（水）
内 容： 料理教室
対 象： ０歳～３歳までのお子さんとその保護者
持参物： エプロン・三角巾
※託児もあります

・ ほうれん草のミモザサラダ

３
回
目

☆ おやこヨガでもっともっとスキンシップ
☆ 茶話会
みんなで話そう！楽しい子育てのコツ！
日にち： ３月２４日（月）
内 容： おやこヨガ
対 象： 腰の据わった７か月頃～３歳ま
でのお子さんとその保護者
持参物： バスタオル１枚

対象 腰の据わった７ヵ月頃のお子さんから参加可能
※ 妊婦の方の参加はご遠慮ください。

いずれも
時 間： 10：00～12：00（料理教室は 13：00 まで）
場 所： 大歳地域交流センター
参加費： 無料
定 員： 親子 18 組（申込先着順）
※ 1 回だけの参加もＯＫです
申し込み・問い合わせ：大歳地域交流センター ☎９２２－４０３５

大歳地域交流センターでは、平成 26 年 4 月からのパソコン講座の新規受講者を初級、中級それぞれ 15 名募集し、
年間を通じてパソコンの知識や操作を学びます。
初級はパソコン初心者を対象とし、中級の方は、ワード、エクセル、インターネット、メール等の多少できる方
を対象にしています。終わってみれば素晴らしい案内状やチラシが出来るはず！です。４月から皆さん一緒に学習
をスタートしますので、パソコン初心者の方もこの機会に是非ご参加下さい！
※ 参加費は無料です。パソコンをお持ちの方は持参して下さい。内容は変更になる場合があります。
※ パソコン相談は第 3 金曜日の 10 時～12 時(受付時間は 10 時～10 時 30 分まで)に実施します。
初級講座
内容： パソコンの仕組み、基本操作
ワード基礎編
エクセル基礎編
日時：第１・２・４・５金曜日
１０時～１２時
※奇数月第２金曜日は１３時～１５時
募集：１５名
申込期限：３月３１日（月）まで
開講式：４月４日（金）

中級講座
内容： ワード応用編
エクセル応用編
日時： 毎週火曜日
１０時～１２時
募集：１５名
申込期限：３月３１日(月)まで
開講式：４月１日（火）

パソコン相談
内容：パソコンに関する疑問にお
答えします。
日時：第３金曜日 １０時～１２時
※受付は毎回１０時～１０時３０
分まで

申し込み・問い合わせ：大歳地域交流センター ☎９２２－４０３５

平成２６年３月

大歳交流センターだより

徳地『重源の郷』で

Ｎｏ６０

交流センター定期利用団体

そば粉の調合から水回し、こね、延し、切り、茹で、
試食までの全行程を体験！本物のそばの味と香りを

愛唱歌を歌う会では歌のフレーズ、歌詞を大切にし

あなたも体験してみませんか？そば打ちの体験後は、

て、斉唱で味わいながら、いろいろな歌を楽しんで

郷内の散策や石風呂体験も行います。

います。

日 時：３月１７日（月）９：００～１５：００
場 所：徳地「重源の郷」
集合場所 ：大歳地域交流センター（８：４５集合）
（マイクロバスで徳地まで送迎します。）
定 員：２０名（先着順）
準備物：タオル、汚れてもよい服装など
参加費：１，０００円
申し込み・問い合わせ：大歳地域交流センター
ＴＥＬ ９２２－４０３５
※お車は第２駐車場へ停めて下さい

3 月はシャローム、別れのブルース、この星に生ま
れて、など、別れの歌、巣立ちを送る歌を歌います。
メンバーの年代も幅広く、時々の参加も大歓迎の温
かい会ですので、気軽に御見学下さい。
日

時：３月４日(火)１３：３０～１５：００

場

所：大歳地域交流センター

２階

講堂

（毎月第１火曜日の 13：30～15：00 に活動しています）

昭和 54 年 8 月 1 日に、山口線で SL が復活を果たし、今年で 35 年目を迎えます。
今年の SL「やまぐち」号は山口線の全線が復旧するまで、新山口駅～地福駅間で 3 月 21 日(金)から 5 月 6
日(火)までの土・日・祝・GW に 18 日間運転し、復路も DL「やまぐち」号として運転します。
この SL「やまぐち」号の力強い走りの魅力は、親から子へ子から孫へ世代を超えて引き継がれています。
この山口線の宝を次代に引き継げるよう、皆で手を振って SL を応援しましょう！！

運転日
3 月【21 日,22 日,23 日,29 日,30 日】
4 月【5 日,6 日,12 日,13 日,19 日,20 日,26 日,27 日,29 日
5 月【3 日,4 日,5 日,6 日】
運転時刻（発車時刻）
【下り】新山口～湯田温泉～山口～仁保～篠目～長門峡～地福
問い合わせ：山口地域鉄道部

【上り】地福～長門峡～篠目～仁保～山口～湯田温泉～新山口

☎

０８３－９７２－６９５５

会開催日

あたたかくなりました！
みんなでおひなまつりを楽しみましょう！

日

時：３月１２日（水）１０時～１２時
（受付９時３０分から）
場 所：大歳地域交流センター ２階 和室
対 象：乳幼児とその保護者 ２５組
内 容：大型絵本、手遊び、お茶会など
申し込み：大歳地域交流センター
ＴＥＬ９２２－４０３５

・第一月曜日 9 時～11 時
・第三月曜日 13 時 30 分～15 時 30 分

会活動目的
郷土の歴史を学び、併せて各地を巡り、知識と
理解を深めるとともに、会員相互の親睦を図る。

参加資格
興味がある方はどなたでも。入会希望者は大歳
地域交流センターまでご連絡ください。
大歳地域交流センター TEL：922-4035

平成 2６年３月

大歳交流センターだより

山口市では、絵本に関心を持ち始める時期の
乳児とその保護者を対象に、絵本を無料で贈呈
し、絵本を通して親子の絆を強めることができ
る「ブックスタート体験会」を開催しています。
ぜひご参加ください。
１

取水期に備え、椹野川・吉敷川内にある可動堰を倒し作動状況を
点検します。点検前後は増水等による事故防止のため、河川内に
立ち入らないで下さい。
■河川内立入禁止日

平成２６年３月１４日（金）
※予備日３月１７日（月）

日時：平成 26 年 3 月 17 日（月）

堰（所在地）

10 時～12 時、14 時～16 時
2階

２

場所：大歳地域交流センター

３

対象：平成 25 年 7 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日

和室

の間に生まれた乳児とその保護者
※受付は随時行います。所要時間は１５分程度です。
対象者にはハガキでご案内いたします。
４

Ｎｏ６０

問い合わせ：山口市立中央図書館（℡901-1040）

【点検（転倒）開始時間】

吉敷川：千代丸堰（朝田）【12 時】
湯田堰（矢原）

【12 時 30 分】

椹野川：福良堰（下矢原）【12 時】
矢原堰（三和町）【12 時 30 分】
高井堰（上平井）【13 時】
■問い合わせ

防府土木建築事務所

山口支所

維持管理第二課管理班（電話 922-2797）

日 時：３月 26 日（水）９：３０～１２：００
場 所：大歳地域交流センター ２階 講堂
～春はお祝いの機会が多い時ですね！
内 容：ガーベラのミニブーケを作ります
お祝いの気持ちに手作りのお花を添えて 参加費：５００円（材料代として）
持参物：工作用はさみ、お手拭き
プレゼントをしませんか？
定 員：２０名（定員になり次第締切）
一緒にガーベラのブーケを作りましょう！ 申し込み・問い合わせ：大歳地域交流センター（℡922-4035）

現在行っています拡張工事に伴い、周布町資源
物ステーションを下記の期間中、夜間（午後５時

日 時 ３月１５日（土）１３：３０～１５：３０
内 容 ☆健康教室（指導者「さんびる」）

から午前８時まで）は閉鎖いたします。
皆様には、大変御不便をおかけいたしますが、
御理解と御協力をお願いいたします。
記
３月 ３日（火）午後５時から
３月１８日（火）午前８時までの間
問い合わせ

山口市環境部資源循環推進課
TEL

０８３－９４１－２１８６

・肩こり予防の運動
☆みんなで楽しく「ガンバルーン体操」
☆お茶とお菓子でくつろぎタイム
場 所 大歳地域交流センター ２階講堂
参加費 １００円

とにかく楽しい
集まりですよ！

※道具や事前の申し込みは不要です。
どなたでもお気軽にご参加ください。

【大歳地区３月の行事予定】
火曜日 パソコン相談日（中級）【10:00～12:00】
金曜日 パソコン相談日（初級）【9：00～12：00】
※ 14 日(金)、２８日(金）は休み
2 日(日) 定期利用団体一斉清掃 （8：30～）
代表者会議 （清掃作業終了後～）
3 日(月) 燃やせないごみの日
11 日(火) みんなの広場（10：00～12：00）１回目
12 日(水) 子育て応援講座 “おひなまつり会”
13 日(木) 金属・小型家電製品の日
14 日(金) 健康相談（受付 10：00～11：30）
14 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

15 日(土)
17 日(月)
19 日(水)
19 日(水)
24 日(月)
24 日(月)
26 日(水)
26 日(水)
26 日(水)
28 日(金)
28 日(金)

大人の居場所（13：30～15：30）
そば打ち体験(9：00～15：00)
みんなの広場（10：00～13：00）2 回目
びん・缶の日
古紙ペットボトル分別収集(大歳①)
みんなの広場（10：00～12：00）３回目
古紙ペットボトル分別収集(大歳②)
ペーパーフラワー作り（9：30～12：00）
子育て広場 “風和里”（10：00～15：00）
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
子育て支援 “太陽クラブ”（10：00～13：00）
※木曜日はプラ容器包装分別収集

平成 26 年 3 月
大歳のエトセトラ

大歳交流センターだより

No.60

３

600 年も前から続く黒川市の神事
平成 26 年正月、１月３日、まだあたりが暗い朝方六時ごろ、黒川市の松永様宅の左隣あたりに、
寒さを凌ぐため、たき火を囲んで、人だまりがありました。そして、そのすぐ北側には商売の守神、
石祠の「恵比須社」が鎮座しており、その恵比須社の四方の角には、３メートル近くの笹が柱がわ
りに立てられており、御前に榊、輪飾り、口－ソク、重ね餅が飾ってあり、お酒、鯛、大根、白菜、
するめなどの御供え物がありました。
これから五の宮「朝田神社」の宮成宮司様による神事が行われるということでした。神事が始ま
るころには人が少し増えてきました。
この恵比須社は『寺社由来』によりますと、建立由来は不明ですが、昔から市恵比須といわれて
いて、古老の申し伝えでは、大内時代（約 600 年前）から「恵比須様」を祀る神事が行われていた
とのことでした。石祠の「恵比須社」は、昔は、七尺四方（約、2.1 平方メートル）の社殿と記さ
れています。
この社殿は明治末ごろには、旧大歳村役場（現在の松永様の西隣当たり）の門前にありました。
その後、石村良太様宅の東隅に移され、昭和 32 年の夏の大
風で転倒大破後、石造の祠として黒川市の故・福田正夫氏の
屋敷の敷地内（現高森様宅の敷地内）に鎮座されました。そ
の後、旧大歳村役場が千代丸橋南側（現警察官舎）に移転さ
れたので、元々あった旧大歳村役場の跡、つまり上記の松永
様宅の左隣に鎮座され、現在にいたっています（『郷士大歳
のあゆみ』に記載）。現在は 10 軒の「守り人」が順番にお
世話をされています。いずれにしても、600 年前の神事が、
全世帯が 68 戸という小さな黒川市にねづよく続けられてい
ることに、黒川市の人たちの信仰の深さの歴史を感じます。
「恵比須社」の石祠
（大歳史談会、文責: 白上茂樹）

平成 26 年、１月３日に催された市恵美須神事の風景

