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マナーアップ講座

人

数

13,315

世帯数

TEL 922-4035

FAX 922-4036

（行政窓口）

TEL 922-2461

6,100

平成 27 年 2 月 1 日現在

３回シリーズ

☆ 子ども大好き栄養たっぷりメニュー

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！

日にち： ３月９日（月）
内 容： 料理教室
１
・ミルクリゾット・かんたん茶碗蒸し ２ 回 目 ☆ 育児ママのアロマテラピー
回
メニュー
・じゃがいものそぼろ煮
日にち： ３月１８日（水）
・にんじんゼリー
目
内 容： ・アロマで忙しい毎日を楽しく元気に
持参物：
エプロン・三角巾
・ 大根たっぷり棒餃子
リフレッシュします！
※託児もあります。
・アロマのことを学んでルームスプレー

・ クリームシチュー
☆ おやこ３Ｂでスキンシップ
・ ほうれん草のミモザサラダ
☆ 茶話会
みんなで話そう！楽しい子育てのコツ！

３ 日にち： ３月２３日（月）
内 容：･音楽に合わせてリズム運動！
回
ストレッチやマッサージを通して
スキンシップや運動不足の解消に！
目
対

象：一人でお座りできる７か月頃～３歳
までのお子さんとその保護者

とサシェ（香り袋）をつくります！
・アロマで予防医学

いずれも
対 象：

０歳～３歳までのお子さんとその保護者
（親子３Ｂはお座りできるお子さんから）
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
持参物： お子さんの飲み物など
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

TEL

９２２－４０３５

大歳地域交流センターでは、平成 27 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、
４ヶ月の受講を通し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。終了時には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。
中級講座
パソコン相談
初級講座
内容： ワード応用編
内容：パソコンに関する疑問にお
内容： パソコンの仕組み、基本操作
エクセル応用編
答えします。
ワード基礎編
日時： 毎週火曜日
日時：第３金曜日 １０時～１２時
エクセル基礎編
１０時～１２時
日時：第１・２・４・５金曜日
募集：１５名
※受付は毎回１０時～１０時３０分まで
１０時～１２時
申込期限：３月３１日(火)まで
※奇数月第２金曜日は１３時～１５時
開講式：４月７日（火）
募集：１５名
申込期限：３月３１日（火）まで
申し込み・問い合わせ：大歳地域交流センター TEL ９２２－４０３５
開講式：４月３日（金）
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「体重や体脂肪を減らしたい」「運動の方法を教

赤ちゃんとのやさしいふれあいを一緒に
楽しみましょう！
日

えて欲しい」「食生活を見直したい」など、健康づ
くりに関するお悩みや疑問・相談などある方は、お

時：３月１１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

対

象：乳児とその保護者

講

師：荒木 和子

２階

和室

１５組

氏（ＨＡＲＵＫＡ）

気軽に健康相談を御利用ください。まずは一度お越
しになりませんか？
日

時：３月１３日（金）１０：００～１１：３０

場

所：大歳地域交流センター

内

容：保健師による健康相談・血圧測定

ＴＥＬ

９２２－４０３５

講座室

・体脂肪測定・尿検査

持参物：バスタオル、飲み物、オムツ（余分に）
申し込み：大歳地域交流センター

１階

料

金：無料

問い合わせ：山口市保健センター
TEL

※３/２（月）から申込みを受け付けます。

９２１－２６６６

大歳野球スポーツ少年団ＯＢの町田尚平君が、
春の甲子園に出場することになりました。町田君
は上矢原出身。大歳野球スポーツ少年団から鴻南
中、宇部鴻城高校に進み、キャッチャーで優勝を
目指して日々練習に励んでいます。
大歳野球スポーツ少年団では、町田君の活躍を
祈念して、地域交流センターに横断幕を掲げて応
援していますので、皆さんもご声援よろしくお願
いします。
なお、スポ少では随時、新入団員を募集してい
ますので、上田（080-6313-3652）までご連絡下
さい。

大歳地域交流センターでは徳地「重源の郷」から講師
をお招きしてそば打ちを実施します。
そば粉の調合から水回し、こね、延し、切り、茹で、
食事までの全行程を体験！本物のそばの味と香りを
あなたも体験してみませんか？

日

時：３月１６日（月）１０：００～１２：００

場

所：大歳地域交流センター

定

員：１８名（先着順）

２月１日（日）にスポーツ文化センターレクチャール
ームで開催された、分館対抗ソフトバレーボール大会
の結果をご報告します。

優

勝

準優勝

中矢原Ａ分館

三

上矢原Ｂ分館

位

準備物：タオル、汚れてもよい服装
参加費：５００円

中矢原Ｃ分館
Ｂ級の部

申し込み・問い合わせ：大歳地域交流センター
TEL

９２２－４０３５

岩富Ａ分館

優勝

上湯田下分館

出場された皆さんお疲れ様でした！
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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

日

時

３月２１日（土）１３：３０～１５：３０

のため、河川内に立ち入らないで下さい。

内

容

☆認知症予防教室

■河川内立入禁止日

平成２７年３月１７日（火）

効果のある食事や体操

※予備日３月１８日（水）
堰（所在地）

日常生活で気をつける事など

【点検（転倒）開始時間】

吉敷川：千代丸堰（朝田）【12 時】
湯田堰（矢原）

☆お茶とお菓子でくつろぎタイム

【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）

「見えない所で力は働く
～東京 2020 招致成功の陰に人あり～」

場

所

参加費

大歳地域交流センター

２階講堂

とにかく楽しい
集まりですよ！

１００円

※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。

「挑戦と自己成長
～オリンピックへの挑戦経験より～」

あと 5 年後にやってくる東京オリンピック・パ

オリンピックという大舞台を経験したトップアス

ラリンピック。一度招致に失敗した東京都が取り

リートから、厳しい練習から得た喜びや苦しみ、

組んだのは、緻密な招致作戦だった。国を挙げて

そしてそこから生まれる自己成長について、講演

の招致活動とはどのようなものだったのか。

いただきます。

2020 東京開催決定に至った舞台裏について、コ

講師：山本隆弘（元オリンピックバレーボール選手

ミュニケーション論や、言葉の持つ「伝える力」
などを交えて、講演いただきます。

/Ｖリーグ排球アンバサダー）
日時：平成 27 年 3 月 21 日（土・祝）

講師：山本浩（元ＮＨＫ解説委員/アナウンサー,
法政大学スポーツ健康学部教授）

14：00～15：00（開場 12：30）
会場：山口南総合センターホール
定員：500 名

日時：平成 27 年 3 月 3 日（火）
18：30～20：00（開場 17：45）

料金：無料（要整理券）
申し込み：いずれも市生涯学習・スポーツ振興課、地
域交流センター、山口南総合センターで整
理券を配布。整理券がなくなり次第終了。
問い合わせ：市生涯学習・スポーツ振興課
ＴＥＬ ９３４－２８７５

会場：山口南総合センターホール
定員：500 名
料金：無料（要整理券）

【大歳地区３月の行事予定】
1 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～）
02 日(月) 燃やせないごみの日
9 日(月) みんなの広場（10：00～12：00）１回目
11 日(水) 子育て応援講座 “ベビーマッサージ”
12 日(木) 金属・小型家電製品の日
13 日(金) 健康相談（受付 10：00～11：30）
13 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
16 日(月) そば打ち体験(10：00～12：00)
18 日(水) びん・缶の日

18 日(水) みんなの広場（10：00～13：00）2 回目
20 日(金) パソコン相談（10:00～12:00）
受付は 10:00～10:30
21 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）
23 日(月) みんなの広場（10：00～12：00）３回目
25 日(水) 古紙ペットボトル分別収集(大歳②)
26 日(木) 古紙ペットボトル分別収集(大歳①)
27 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
27 日(金) 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 27 年３月
大歳のエトセトラ
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黒川市集会所の「半鐘」
大歳の黒川市自治会集会所の押入れの中には「金仏薬師如来」が鎮座されており、今も「花まつり」や「地
蔵盆」のお祭りが行われています。
この地には『地下上申「絵図」』よると「薬師堂」
と記述され、また、『防長寺社由来』によると「建

北

立由来は不明だが、昔からあったとされています。
地下（じげ）の草庵（そうあん）で、庵室は間数九
尺梁二間半。本尊は金仏薬師如来（二尺三寸）。脇
立、木像弘法大師。堂守および堂信者がいて奉仕。
また、畠二十八歩（約 28 坪）高三升七合（約 5.6kg）
で、年貢を納めていた」とあります。このことは、
現在の黒川市の集会所のあたりには、いつごろか不

『地下上申「絵図」』に記載されている藥師堂在所

明ですが、薬師如来を本尊とする小さな草庵があり、
畑もあって年貢を納めていたことになります。
今回確認できたのは、同じ集会所の別の押入れに保管されていた「半鐘」です。岩富、古僧坊の田中家に
伝わる古文書『年中吉凶記録』に「寛政九巳年

此冬黒川市之薬師堂半鐘かかり、其外天下太平之事」と書

かれています。この文章に、基づいて黒川市自治会の「半鐘」に記載されている文字を「大歳史談会」や山
口市の「市史編さん室」に判読して頂いた結果、上記の文章と一致しました。
「半鐘」のお姿
総高：48．5cm、

龍頭(半鐘を吊るす所)：双頭で９cm、

口径：28cm、口厚：3cm、憧座（半鐘を打つ所）：二か所、
乳(「ち」或いは「にゅう」、突起状装飾）：四個三列四か所、
草の間（中帯と下帯との間のスペース）：唐草文様を配す、
製作：寛政九年（1797）、治工（半鐘を鋳造された方）：不明、
池の間一区（鐘身の中央部で、乳と中帯の間にあり、
銘などが刻まれるところ）：
「防州吉敷郡山口黒川市薬師堂什物庵住了念」
（ここで什物とは寺院の所有する種々の器財や資財のこと、
庵住とは庵室を構えている者）
同二区：「寛政九丁巳九月吉日、願主市中」
今から 2 世紀以上前に鋳造された半鐘がいくたの戦争をくぐりぬけ、
今日まで現存している事に驚きをかくせず、黒川市のご先祖様の信仰に

黒川市自治会集会所にある半鐘

は頭がさがる思いです。しかしながら、まだこの小さい草庵がなくなった時期や、その原因等もわかってい
ません。興味の湧くところです。
尚、この「半鐘」については山口市発行の平成 26 年度版『山口市史

資料編

民俗・金石文』に掲載さ

れます。
最後に、今回この「半鐘」の調査にご協力して頂いた方々、中でも特に山口市黒川徳證寺のご住職、平田
徳雨氏には厚くお礼申し上げます。

（大歳史談会、文責：

白上茂樹）

