№76 平成２７年 ７月号
発行 大歳地域交流センター

６／１３ おおとし防災の日イベント
人

日
場

数

13,274

世帯数

TEL 922-4035

FAX 922-4036

（行政窓口）

TEL 922-2461

6,117

平成 27 年６月１日現在

時：７月２５日（土）１８：００～２１：００
所：大歳地域交流センター前駐車場

※ 雨天の場合は大歳地域交流センター前駐車場で縮小開催します。（舞台は中止）
※ 駐車場はありません。自転車や徒歩でまつり会場へお越しください。
自転車でお越しの方は所定の場所へ駐輪してください。
☆

詳しくは、７月１５日号に配布する「おおとし夏まつりプログラム」をご覧ください。

下記のとおり、楽しくおいしく料理教室を開催
いたします。今年度は交流センターの増改築工事
おやつ作りをしながら交流を深めてみ
ませんか？
日

があるため、この度だけの教室となるかもしれま
せん。
多くの方のご参加をお待ちしております。

時：７月８日（水）
１０時～１２時（受付９時３０分～）
２階

和室

日

時：７月１１日（土）

場

所：大歳地域交流センター

対

象：乳幼児とその保護者

場

所：大歳地域交流センター

定

員：１５組

定

員：１８名

内

容：食育のお話と調理実習

会

費：２００円

１０：００～１２：３０

持参物：エプロン、三角布、お子さんの飲み物

持参物：エプロン

申込み：大歳地域交流センター

締

（TEL

９２２－４０３５）

（TEL

当：母子保健推進協議会

担

・ツナ入り
ラタトゥイユ

・糸寒天サラダ
９２２－４０３５）・かぼちゃかん

申込み：大歳地域交流センター

※７/１(水)から申込みを受け付けます
担

切：７月８日（水）まで

・鶏の塩麹焼き

当：山口市食生活改善推進員

平成２７年７月

大歳交流センターだより

Ｎｏ.７６

がんの早期発見に向け、集団検診を実施します。早期のがんは自覚症状がないことが多いため、定
期的な検診受診が必要です。４０歳以上で、職場等で検診を受ける機会のない方はぜひ受診しましょ
う。受診の際は必ず、がん検診等受診ハガキをご持参ください。

○大腸がん検診

※要予約

予約先（山口市保健センター TEL ９２１-２６６６）

日にち（検体提出日）

受付時間

７月１４日（火）

１４：００～１５：１０

７月２１日（火）

９：３０～１０：３０

場所

負担金

大歳地域交流センター

３００円

※事前に容器の受け取りが必要です。

○肺がん（結核）検診
日にち

７月１３日（月）

７月１４日（火）

※予約不要（検診車で大歳地区を巡回します）

受付時間
９：００～９：２０
９：３０～９：５０
１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：００
１１：２０～１１：５０
１３：３０～１３：５０
１４：００～１４：２０
９：１０～９：３０
９：４０～１０：００
１０：１０～１０：３０
１３：３０～１３：５０
１４：１０～１５：００

場所
山口コアカレッジ（富田原町）
崋餐（焼肉屋）駐車場（今井町）
山口酒販会館前（若宮町）
周布町資源物ステーション（周布町）
旭幼稚園駐車場（下矢原）
上湯田下公会堂前（幸町）
市営矢原住宅Ｂ棟東側駐車場横（中矢原）
セブンイレブン山口朝田バイパス店（朝田）
分譲地６４号地前（朝田ヒルズ）
山口県薬業(株)駐車場（高井）
大歳駅横（勝井）
大歳地域交流センター

負担金

なし

○喀痰検査
■対象：肺がん検診受診者で、６か月以内に血液の混じった「たん」が出た方
５０歳以上でたばこを多く吸う方で、検査を希望する方
■負担金：６００円
問い合わせ：山口市保健センター（TEL ９２１-２６６６）

「体重や体脂肪を減らしたい」「運動の方法を教
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
気軽に健康相談をご利用ください。まずは一度お越
しになりませんか？
日時：７月１０日（金）１０：００～１１：３０
場所：交流列車おおとし
内容：保健師による健康相談・血圧測定
・体脂肪測定・尿検査
料金：無料
問い合わせ：山口市保健センター
（TEL ９２１－２６６６）
※会場が交流列車おおとしに変わっていますので
ご注意下さい。

日

時：７月１８日（土）
１３：３０～１５：３０

内

容：☆フラダンスを体験！
出演：アロハフラ・花みずき
☆ハワイアン演奏を楽しもう！
出演：エコーアイランダース

場

所：大歳地域交流センター

２階

講堂

参加費：２００円
問い合わせ：吉野（TEL ９２２－５２８６）
※どなたでもお気軽にご参加ください

平成 2７年７月

日

大歳交流センターだより

ターアリーナにて開催されたバレーボール大会の結果

所：維新百年記念公園スポーツ文化センター
レクチャールーム

内

６月７日（日）維新百年記念公園スポーツ文化セン

時：８月８日（土）９：００～１２：００
（受付開始８時３０分）

場

Ｎｏ.７６

を報告します。

【男子の部】

容：卓球バレー・ボッチャ・風船バレー

優

対象者：障害者スポーツを体験してみたい方
障害者スポーツに興味のある方
参加費：１００円
持参物：運動のできる服装、上靴、飲み物

勝

岩富

準優勝

中矢原

３

上湯田下・下矢原

位

【女子の部】

申込締切：７月１６日（木）

優

問い合わせ・申込み

勝

岩富

一般社団法人山口県障害者スポーツ協会

準優勝

下矢原・勝井

（TEL ９０１－４０６５、FAX ９０１－４０６４）

３

中矢原

男女揃って優勝の
岩富分館
出場された選手の皆さん、お疲れ様でした！

優

位

勝

１０月１７日から開催される「ねんりんピックおいでませ！山口２０１５」を前に、総合開会式会場
周辺のクリーンアップを行い、全国から集まる参加者を気持ちよくお迎えしましょう！

日

時：９月２０日（日）９：００～１１：００
（作業は９：３０～１０：３０）
※受付は８：００から行います。
※荒天の場合、９月２１日（月）に順延

集合場所：維新百年記念公園スポーツ文化センター
芝広場（右記地図参照）
※駐車場に限りがありますので、なるべく乗り
合わせの上、早めに集合をお願いします。
清掃場所：維新百年記念公園、周辺沿道
募集人員：１,０００人
申込締切：７月３１日（金）

～問い合わせ・申込み～
ねんりんピックおいでませ！山口２０１５実行委員会
TEL：９３３－４８０５

FAX：９３３－４８０９

【大歳地区７月の行事予定】
1 日(水)
2 日(木)
3 日(金)
8 日(水)
10 日(金)
10 日(金)

第２回夏まつり実行委員会（19:00～）
燃やせないごみの日
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
子育て応援講座（10：00～12：00）
健康相談・介護予防相談（10：00～11：30）
子育て支援 “太陽クラブ”（10：00～13：00）
（ミニキャンプ）
11 日(土) 食推料理教室（10：00～12：30）
12 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～）
13 日(月) 金属・小型家電製品の日

15 日(水) びん・缶の日
17 日(金) パソコン相談(10：00～12：00)
受付 10:00～10:30 まで
17 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
18 日(土） 大人の居場所(13:30～15:30)
22 日(水) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
25 日(土) 第２９回おおとし夏まつり
29 日(水) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
31 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
※木曜日はプラ容器包装分別収集

平成 27 年７月
大歳のエトセトラ

大歳交流センターだより

No.76

１９

高井八幡宮の石柱銘
朝田神社に吉敷毛利の家老桂瀬兵衛（大江兼英）が享和元年（1802 年）に奉献した灯篭と奉献理
由を述べた石柱が建っています。これらは、元高井八幡宮に奉納されていたもので、石柱には勝井・
高井・朝田の旧領が百年振りに吉敷毛利領となったことを寿いで奉献したとあります。
吉敷毛利氏はもちろん吉敷一帯を領有していましたが、本藩は給領地をなるべく各地に分散して
支給する方針をとりましたから、七千石であった３代元包の時代にも吉敷や勝井・高井・朝田に加
えて、長田（美祢郡）・木戸刈屋（厚狭郡）・殿井（豊浦）などに分散していました。４代就直の
時、長年の国相（当職・国家老）としての尽力に対して、厚狭那須恵村で二百町、吉敷郡秋穂黒潟
村と厚狭郡宇津（都）井村とで百五十町（いずれも新田）、石高にして四千三十石を加封されまし
たが、新たな領地はすべて吉敷から遠くて、条件の悪い新開作地ばかりでした。
さて、貞享３年（1686）の検地は吉敷毛利の４代就直が国相として行い、石高を 16 万石も増加
させました。検地は新田開発などよりも農民に負担を上乗せすることで石高の増大をはかることが
多い事業ですから、就直は検地を自領から始め、極めて厳格に実施します。ところが困ったことに、
吉敷毛利領の名目石高も増大しました。就直は勝井・高井・朝田の領地を藩に返上して、名目七千
石を維持したのです。これが減石であることは誰にでもわかりますから、その後、彼の功績に対し
て先述の過分な加増が行われます。宝暦の検地でも、名目上の増石に対して、黒潟村の領地を減ら
されます。一方、宇津井の新田は堤防を透かして塩水が入るため収穫量が少なく不安定でした。５
代広包の時、吉敷毛利氏は替え地を願い出ますが、代替地を認められず、藩からの蔵米（浮き米）
支給に変えられます。実収の減少はなかった代わりに表高を千石切り下げられます。後、表高は 843
石回復しますが、浮き米に該当する給領地は認められませんでした。これを実現するために桂瀬兵
衛は粘り強く働きかけたことが石柱にも書かれています。石柱の文章は吉敷毛利の碩学片山鳳翩
（名は則、字は順甫）が書いたもので、難解で回りくどい表現ですが、やっと願い通り勝井・高井・
朝田・黒潟が替え地として認められた喜びとそのために奮闘した若い藩主と家老への愛情がにじみ
でています。また、この領地回復によって、朝田村はすべて吉敷毛利領で構成されるように村の再
編成が行われています（風土注進案の村区分参照）。
なお、朝田神社では、灯篭が石柱の側に置かれていないため、数ある灯龍の中で家老が建立した
にふさわしく立派なもので、かつ石柱で説明しているため建立年が記載されていないものを該当の
灯篭と考えましたが、消去法によるものですから現段階では推測にすぎません。
（大歳史談会、文責：武波義明）

現在、朝田神社神殿の前に置かれている元高井八幡宮にあった桂瀬兵衛が奉献した石柱（左側の写真）
と燈籠（中央の写真、左右に一対。右側は燈籠の近景）。 石柱には燈籠を奉献した理由が書かれて
います。

