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楽しく子育てみんなの広場
「アロマテラピー」

人 数 13,290

大歳地区卓球大会を維新百年記念公園スポーツ文化センター

世帯数 6,084

平成 27 年 3 月 1 日現在

大歳地域交流センターでは、４月から新しいメンバーで

レクチャールームで開催します。個人の部は当日の飛び入り参 パソコン講座を開始し、パソコンの知識や操作を学びます。
加もできます。是非奮ってご参加ください。参加賞もあります。 中級の定員に少し空きがありますので、パソコンのスキル
を高めたい方はこの機会に是非ご参加下さい！

※個人の部は、分館対抗の部の閉会式終了後に開始します。
日 時：４月１９日（日）

開会式 ８：３０～

場 所：スポーツ文化センターレクチャールーム
主 催：大歳体育振興会
主 管：大歳卓友会
お問い合わせ：大歳体育振興会事務局
（大歳地域交流センター内 TEL 922‐4035）

大人向け書籍
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

冷蔵庫を抱きしめて【萩原 浩】
サーカスの夜に【小川 糸】
絶唱【湊 かなえ】
満願【米澤 穂信】
怒り（上･下）【吉田 修一】
鹿の王（上･下）【上橋 菜穂子】
悲嘆の門（上･下）【宮部 みゆき】
かたづの！【中島 京子】
田中智のミニチュアコレクション
ときめき！スイーツデコのアクセサリー
いつでも使える図案がいっぱい！
消しゴムはんこ大全集
・ ウィンドウズ8.1毎日使う便利技
「ぜんぶ！」

・
・
・
・

【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
参加費：無料
定員：１５名
期間：約４ヶ月
お問い合わせ： 大歳地域交流センター （TEL 922－4035）

児童向け書籍
しろくまのパンツ
シロクマくつや
かぜのでんわ
あいうえおうさま

・
・
・
・

はるのおとがきこえるよ
モーリーのすてきなおいしゃさんバッグ
チリとチリリ ゆきのひのおはなし
かいけつゾロリのクイズ王

新刊図書を購入しました！
大歳地域交流センターでは図書の貸し出しを行って
います。貸し出し期間は２週間、一度に６冊まで借り
ることができます。
皆さん是非ご利用ください。

日 時：５月８日（金）１０：００～１１：００

音楽に合わせて有酸素運動、筋力トレーニング、ストレッチ

場 所：大歳地域交流センター ２階 講堂

を行う 1 時間のフィットネスです。

参加費：無料

ご一緒に心と身体のリフレッシュをしませんか？

お問い合わせ：深川（TEL９７２－８９２８）

運動ができる服装で、室内用運動シューズ、汗拭き用タオル、

※事前の申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。 バスタオル、水分補給用の飲み物をご持参ください。

平成 2７年４月
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04 月 17 日(火)(体)大歳地域交流センター後援会総会（大歳地域交流センター）
4 月 17 日(火)(体)大歳体育振興会総会（大歳地域交流センター）
04 月 18 日(水)(自)大歳自治会長会（大歳地域交流センター）
04 月 18 日(土)(自)大歳地区戦没者追悼慰霊祭（大歳地域交流センター）
04 月 18 日(土)(自・社)大歳自治振興会・大歳地区社会福祉協議会総会
04 月 19 日(日)(体)第 38 回大歳地区卓球大会（スポーツ文化センターレクチャールーム）
05 月 17 日(日)(体)第 58 回大歳地区分館対抗ソフトボール大会（椹野川運動公園）
05 月 27 日(水)

チャレンジデー2015

06 月 07 日(日)(体)第 38 回大歳地区分館対抗バレーボール大会（スポーツ文化センターアリーナ）
06 月 13 日(土)

おおとし防災の日関連事業（大歳地域交流センター）

07 月 11 日( )(自)ふしの川水系クリーンキャンペーン
07 月 11 日(土)

夜間安全パトロール（大歳地区内） ※夏休み期間中の土曜日

07 月 25 日(土)(自)第 29 回おおとし夏まつり（大歳地域交流センター前駐車場）
00 月 23 日( )(自)第 6 回大歳地区グランドゴルフ大会
08 月 22 日( )(自)大歳地区花いっぱい運動花壇コンテスト審査日
08 月 16 日(日)

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会（維新百年記念公園ラグビーサッカー場）

09 月 05 日(土)

鴻单中学校体育祭（鴻单中学校グラウンド）

09 月 06 日(日)

第 9 回山口市民体育大会（維新公園陸上競技場ほか）

09 月 19 日(土)(社)大歳地区敬老祝賀会
10 月 03 日(土)

大歳小学校運動会（大歳小学校グラウンド）

10 月 11 日(日)(自)第 39 回大歳まつり（大歳小学校グラウンド）
10 月 18 日(日)(自)大歳地区一斉清掃（大歳地区内）
11 月 29 日(日)(体)第 38 回大歳地区バドミントン大会（大歳小学校体育館）
12 月 06 日(日)(体)第 16 回大歳地区分館対抗ソフトバレーボール大会（大歳小学校体育館）
12 月 13 日(日)(体)第 30 回大歳体育振興会長杯争奪少年サッカー大会（維新公園ちょるる広場）
01 月 10 日(日)

大歳地区消防出初式祝賀会

01 月 10 日(日)

山口市成人式（市民会館）

01 月 17 日(日)第 11 回山口市駅伝競走大会（きらら博記念公園）
毎年 7 月 21 日はおおとし防災の日（平成 23 年制定）
※平成 27 年度の大歳地区体育祭は中止となります。
※平成 27 年度は大歳小学校体育館の建て替え工事、大歳地域交流センター増改築工事の影響で行事日程が変更
となる場合があります。予めご了承ください。
(体)…大歳体育振興会主催行事 (自)…大歳自治振興会主催行事 (社)…大歳地区社会福祉協議会主催行事

平成 2７年４月

大歳交流センターだより
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普段、意識して体を動かしていますか？「運動したいけど忙しくてできない…」そう思っている皆さん、日常生活のちょっ
とした工夫で無理なく歩数を増やすことができます。ご家族やご友人、職場仲間など誘い合ってお申し込みください。
☆３か月連続で記録表を提出された方の中から抽選で、健康づくりに役立つグッズをプレゼントします☆
対象者：山口市民、または通勤・通学されている方
チャレンジ期間：平成２７年５月１日（金）～平成２７年７月３１日（金）
参 加 費：無料（ただし、記録表の郵送料は実費負担）
申込方法：申込書に必要事項を記入し、窓口持参、電話、郵送、FAX、メールで申し込んでください。
受付期間：４月２４日（金）まで
受付場所：各保健センターまたは各地域交流センター
※チラシ・申込書は各受付場所にあります。市ウェブサイトからもダウンロードできます。
問い合わせ：山口市保健センター（TEL：９２１－２６６６、E-mail：kenko@city.yamaguchi.lg.jp）

日 時：４月４日（土）１３：３０～１５：３０

☆４月から新しいメンバーを加えてスタートします。
所長：岡村 利彦（秋穂総合支所総務課より）

（日程が変更になっています。）

行政窓口担当職員：山根 正司、橋本 慶子
小田 早苗

内 容：☆年間活動が分かるしおり作り

地域担当職員：村田 充広、佐藤 晃
☆紙紐細工（イタヤ馬っ子づくり）

自治振興会職員：勝井 勝治、小野 喜美子
藤井 郁子、網屋 雅代

場 所：大歳地域交流センター２階講堂

☆お世話になりました。ありがとうございました。
参加費：１００円

お待ちしてます！

お問い合わせ：吉野（TEL９２２－５２８６）

所長：村中 博美（広報広聴課へ）
自治振興会職員：石井 貫太郎（退職）
岡村 郁子（退職）

※事前の申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。

大窪 壽子（退職）

【大歳地区４月の行事予定】
2 日(木)
7 日(火)
7 日(火)
8 日(水)
8 日(水)
10 日(金)
13 日(月)
15 日(水)
17 日(金)

燃やせないごみ
大歳地域交流センター後援会総会（18:30～）
大歳体育振興会総会（19:00～）
母子相談（受付 10:00～11:00）
自治会長会（19:00～）
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
金属・小型家電製品の日
びん・缶の日
パソコン相談（10:00～12:00）
受付 10:00～10:30 まで

18 日(土) 大歳地区戦没者追悼慰霊祭
大歳自治振興会・大歳地区社会福祉協議会総会
19 日(日) 第 38 回大歳地区卓球大会
23 日(月) 古紙・ペットボトル分別収集（大歳①）
24 日(金) 子育て支援「太陽クラブ」（10:00～13:00）
24 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
30 日(木) 古紙・ペットボトル分別収集（大歳②）
※木曜日はプラ容器包装分別収集
※平成 27 年度の大歳地区体育祭は中止

平成 27 年４月
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廃寺となった西蓮寺
交流列車おおとし運営委員長の勝井勝治（かついまさはる、勝井在
住）さんから「我が家は昔はお寺だった」と聞き、調べてみますと「寺
社由来」、「地下上申」及び「風土注進案」に洞山西蓮寺として載っ
ていました。お宅には高さ１m（２尺２分、台座１尺３寸）の木造の阿
弥陀如来像があり、ご母堂様が京都に修復に出されため、今も燦然と
輝いていました。由緒書には元禄５年（1692）９月４日に願主・誓頓
の願いに応え、西本願寺の法主・寂如からこの木仏と寺号とが送られ
たとされています。
西蓮寺は、建立年代は不明ですが、真言宗の寺として建立され、天
文年間（1532～1555）に焼失したと書かれています。天文年間は大内
義隆のもとで繁栄の最盛期を迎え、町家も拡大しており、町の喧噪を
逃れて、かなり離れた朝田の一帯にも勝井の西蓮寺、和田の浄楽寺、
朝田の善光寺などの寺が山際に連なっていたと思われます。

勝井勝治さん宅の離れにある

しかし、
天文 20 年の陶晴賢の反乱で、
追いつめられた義隆は自刃して、

阿弥陀如来木像

大内氏は衰亡したため、
これらの寺の多くも廃寺となったと思われます。
西蓮寺は、誓頓から三代目の住職正隆が寛保元年（1741）に提出した書類
では、元禄年間（1688～1704）に再興したとされています（寺社由来）。木
仏と寺号を送ることが西本願寺の末寺承認の形式ですから、元禄５年には西
本願寺の末寺になったのでしょう。一方、「地下上申」と「風土注進案」に
は享保３年（1718）に再興したと書か
れています。これは藩が公認して、御
根帳に記載された時期を示すと思われ
ます。
西蓮寺は幕末に火災にあい、本尊の
木仏など数点の寺宝を持ち出すのがや

阿弥陀如来木像について
の由緒書

っとだったとのことです。以後、再建
を志すもかなわず、明治３年に大殿松の木町の明願寺と合併し廃寺にな
りました。
勝井さん宅の離れには、火災時に持ち出された本尊の阿弥陀如来像の
勝井勝治さん宅の離れにある
親鸞聖人絵像

ほか、表装を新たにした親鷲聖人絵像も長い歴史に耐えて、飾られてい
ました。
（大歳史談会、文責： 武波義明）

