
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№№№８７８７８７８７    平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年    ６６６６月号月号月号月号    

発行発行発行発行    大歳地域交流センター大歳地域交流センター大歳地域交流センター大歳地域交流センター        

TEL TEL TEL TEL 922922922922----4035403540354035    FAX 922FAX 922FAX 922FAX 922----4036403640364036    

（行政窓口）（行政窓口）（行政窓口）（行政窓口）        TEL TEL TEL TEL 922922922922----2461246124612461    

人人人人    数数数数    13,45013,45013,45013,450    世帯数世帯数世帯数世帯数    6,3946,3946,3946,394    平成平成平成平成 28282828 年年年年 5555 月１日現在月１日現在月１日現在月１日現在    

    

    

４月２４日（日）第５６回大歳地区体育祭が大歳小学校で開催され

ました。心配された天候もなんとか持ちこたえ、参加１６分館が優勝

目指して熱戦を繰り広げました。 

優勝の栄冠に輝いたのは岩富分館で、５連覇を達成しました。 

☆☆☆☆総合総合総合総合のののの部部部部☆☆☆☆  

優優優優    勝勝勝勝    岩岩岩岩富富富富    

  準優勝 高井   第３位 中矢原 

  第４位 和田   第５位 上矢原 

☆☆☆☆分館対抗分館対抗分館対抗分館対抗年齢別年齢別年齢別年齢別リレー☆リレー☆リレー☆リレー☆    

 優優優優    勝勝勝勝    岩岩岩岩富富富富 

  準優勝 下矢原  第３位 中矢原 

☆☆☆☆綱引綱引綱引綱引き☆き☆き☆き☆        

優優優優    勝勝勝勝    岩富岩富岩富岩富 

  準優勝 中矢原  第３位 高井   

☆☆☆☆百足競走百足競走百足競走百足競走（（（（男子男子男子男子））））☆☆☆☆                                                                                                                ☆☆☆☆百足競走百足競走百足競走百足競走（（（（女子女子女子女子））））☆☆☆☆        

優優優優    勝勝勝勝    高井高井高井高井                                                                                                                優優優優    勝勝勝勝    坂東坂東坂東坂東    

準優勝 和田   第３位 山口朝田ヒルズ分館  準優勝 和田  第３位 下矢原 

☆☆☆☆子子子子どもどもどもどもリレーリレーリレーリレー（（（（男子男子男子男子））））☆☆☆☆              ☆☆☆☆子子子子どもどもどもどもリレーリレーリレーリレー（（（（女子女子女子女子））））☆☆☆☆ 

  優優優優    勝勝勝勝    中矢原中矢原中矢原中矢原                       優優優優    勝勝勝勝    岩富岩富岩富岩富 

  準優勝 岩富  第３位 高井          準優勝 下矢原 第３位 上矢原 

綱引き 

浸水対策に一定の効果が期待できる透水性舗装工

事も５月に終わり、昨年９月から始まりましたセン

ター工事も全てが完了いたしました。 

地域の皆様には工事期間中大変ご迷惑をおかけい

たしました。今後も広くてきれいになった地域交流

センターのより一層のご利用をお願いいたします。 

 

百足競争 

障害物競走 

分館対抗年齢別リレー 
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最近、家の近くでは見かける事が少なくなってきた“ホタル”を地域のおすすめスポットで

鑑賞してみませんか！？ 

開催日時：６月４日（土）１９:００～２１:３０（予定） 

（雨天の場合は、中止とします。） 

集合時間・場所：１９:００～１９:３０の間に、大歳地域交流センター講堂へ集合  

参加条件：大歳地域の親子（子どもだけでの参加はできません。） 

参加料：無料 

申し込み：６月１日（水）までに、大歳自治振興会（TEL９２０－１７００）へ 

携行品など：懐中電灯、歩きやすい服装 

その他：夕食は、各自で済ませてからご参加ください。 

        鑑賞スポットまでは、各自で移動をお願いします。（付近に駐車場を確保していま

す。駐車場から、さらに徒歩で１０分程度での移動をお願いします。） 

現地まで係員が誘導しますが、安全については、各自でも十分気を付けてご参加くだ

さい。 

 

大いに笑ってリフレッシュしましょう！ 

日 時：６月１８日(土)１３：３０～１５：３０ 

内 容：☆ソフトペタンク 

☆おもしろやかんカーリング 

場 所：大歳地域交流センター ２階講堂 

参加費：１００円 

問い合わせ：吉野（TEL９２２－５２８６）  

 

    

    

 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。    

 日時：６月１７日（金） １０時～１２時、１４時～１６時 

 場所：大歳地域交流センター ２階 和室 

 対象：平成２７年１０月１日から平成２７年１２月３１日 

    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。 

 問い合わせ：山口市立中央図書館（TEL９０１－１０４０）    

現在、大歳地域交流センターには、たくさん

の傘が放置されています。また、４月下旬頃か

ら学生用ヘルメット（淵がピンク）の忘れ物が

あります。 

６月末までに持ち主が見つからない場合は

処分いたしますので、心当たりのある方はご確

認ください。 
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1 日(水） おおとし夏まつり実行委員会（19：00～） 

2 日(木) 燃やせないごみの日 

4 日(土) おおとしホタル鑑賞の夕べ（19：00～21:30） 

8 日(水) 母子相談（10：00～12：00） 

10 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00） 

15 日(水) びん・缶の日 

16 日(木) 金属・小型家電製品の日 

17 日(金) ブックスタート 

17 日(金) パソコン相談(10：00～12：00)  

受付 10:00～10:30 まで 

 

18 日(土) おおとし防災の日イベント（9：00～12：00） 
18 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30） 
19 日(日) 大歳地区バレーボール大会(8:30～) 
20 日(月) 子宮がん検診 

23 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①） 

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 

        
 

【大歳地区６【大歳地区６【大歳地区６【大歳地区６月の行事予定】月の行事予定】月の行事予定】月の行事予定】    

 第３９回大歳地区分館対抗バレーボール大会

を維新百年記念公園スポーツ文化センターで開

催します。地区内の親睦を深めつつ、ボールを追

って気持ちの良い汗を流しましょう。一生懸命プ

レーする姿にご声援をお願いいたします    

    

日 時：６月１９日（日）８：３０～ 

場 所：維新百年記念公園 

スポーツ文化センターアリーナ  

主 催：大歳体育振興会 

問い合わせ：大歳体育振興会事務局 

     （TEL９２２－４０３５） 

 私たちは、“あいさつと返事”“整理・整頓”“感謝・思いやり”の気持ちを大切に皆で支

え助け合い、がんばる力を付けて、楽しみながら色々な事を学んでいます。 

    

練習日：毎週 火・金曜日 １６：３０～１９：３０ 

   （１６：００～体育館にて、宿題タイム） 

    毎週 土曜日 ９：００～１２：３０ 

練習場所：大歳小学校体育館 

対象：小学１年生～５年生 

   （小学１・２年生は、ボール投げ、礼儀など 

の基本的な練習） 

問い合わせ： 

  大歳バレーボールスポーツ少年団 

   山根 一男 

(TEL９２５－３８６２) 

★見学・体験大歓迎！！ 

  是非一度、大歳小学校体育館へお

こしください。 

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。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。 
 日時：６月２０日（月）（受付：１３：２０～１３：５０） 

 場所：大歳地域交流センター  

 対象：２０歳以上の市民（２年に１回） 

負担金：９００円 

 持参物：がん検診等受診ハガキ 

 ※受診には事前予約が必要です。 

  

～ご予約・お問い合わせ～ 

 山口市保健センター TEL９２１－２６６６ 



平成平成平成平成 2222８８８８年年年年６６６６月月月月                                大歳交流大歳交流大歳交流大歳交流センターだよりセンターだよりセンターだよりセンターだより                                                            No.No.No.No.87878787    

大歳大歳大歳大歳ののののエトセトラエトセトラエトセトラエトセトラ    ３０３０３０３０    

岩富岩富岩富岩富のののの「「「「モリさまモリさまモリさまモリさま」」」」とそのとそのとそのとその歴史歴史歴史歴史    そのそのそのその２２２２    
「「「「淫祠淫祠淫祠淫祠」（」（」（」（いんしいんしいんしいんし））））とはとはとはとは、、、、毛利藩毛利藩毛利藩毛利藩のののの『『『『元禄寺社御根帳元禄寺社御根帳元禄寺社御根帳元禄寺社御根帳』（』（』（』（注注注注１１１１））））にににに登録登録登録登録されていないされていないされていないされていない小小小小さなさなさなさな神社神社神社神社

やややや堂庵堂庵堂庵堂庵、、、、路傍路傍路傍路傍のののの石仏石仏石仏石仏などなどなどなど民間信仰的民間信仰的民間信仰的民間信仰的なななな施設施設施設施設やややや祀祀祀祀りをりをりをりを藩藩藩藩のののの立場立場立場立場からよんだものですからよんだものですからよんだものですからよんだものです。。。。これらのこれらのこれらのこれらの信仰施信仰施信仰施信仰施

設設設設はははは、、、、民衆民衆民衆民衆のののの生活生活生活生活にににに密着密着密着密着したものでありしたものでありしたものでありしたものであり、、、、形骸化形骸化形骸化形骸化したしたしたした既成宗教既成宗教既成宗教既成宗教にににに比比比比してしてしてして、、、、近世後期近世後期近世後期近世後期にはにはにはには急激急激急激急激にににに増大増大増大増大

していましたしていましたしていましたしていました。。。。毛利藩毛利藩毛利藩毛利藩はははは天保改革天保改革天保改革天保改革のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、天保天保天保天保 13131313（（（（1842184218421842））））年年年年 9999 月月月月 20202020 日日日日、「、「、「、「淫祠淫祠淫祠淫祠」」」」のののの破却破却破却破却をををを

命命命命じじじじ、、、、民衆民衆民衆民衆のののの抵抗抵抗抵抗抵抗をををを押押押押さえつつさえつつさえつつさえつつ、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはには合計合計合計合計 2222 万万万万 2176217621762176 宇宇宇宇のののの施設施設施設施設をををを破壊破壊破壊破壊させましたさせましたさせましたさせました。。。。このことこのことこのことこのこと

によってによってによってによって支配体制外信仰支配体制外信仰支配体制外信仰支配体制外信仰をををを排除排除排除排除しししし、、、、そのそのそのその一方一方一方一方でででで支配体制支配体制支配体制支配体制にににに組組組組みみみみ込込込込まれたまれたまれたまれた信仰信仰信仰信仰のののの再編成再編成再編成再編成をはかりをはかりをはかりをはかり、、、、村村村村

落秩序落秩序落秩序落秩序のののの強化強化強化強化をををを行行行行ったのですったのですったのですったのです。。。。つまりつまりつまりつまり「「「「正社正社正社正社」」」」をををを除除除除くくくく、、、、集落集落集落集落のののの小社小社小社小社、、、、小祠小祠小祠小祠、「、「、「、「森神森神森神森神」、」、」、」、堂庵堂庵堂庵堂庵はははは淫祠淫祠淫祠淫祠

としてそのとしてそのとしてそのとしてその祀祀祀祀りりりり場場場場からからからから解解解解きききき除除除除かれたのですかれたのですかれたのですかれたのです。「。「。「。「芝村芝村芝村芝村」（」（」（」（下下下下のののの写真参照写真参照写真参照写真参照））））にあったにあったにあったにあった「「「「大年大年大年大年（（（（歳歳歳歳））））大明大明大明大明

神森様神森様神森様神森様」」」」もももも対象対象対象対象となりとなりとなりとなり岩富岩富岩富岩富（（（（黒川黒川黒川黒川））））八幡宮八幡宮八幡宮八幡宮にににに移移移移されてされてされてされて、、、、そのそのそのその後後後後はははは畑畑畑畑となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。ここここれがれがれがれが最初最初最初最初のののの出出出出

来事来事来事来事ですですですです。。。。    

そしてそしてそしてそして次次次次にににに、、、、今今今今からからからから約約約約 100100100100 年以上前年以上前年以上前年以上前のののの明治明治明治明治

42424242（（（（1909190919091909））））年年年年にににに明治政府明治政府明治政府明治政府によるによるによるによる「「「「神社合祀神社合祀神社合祀神社合祀」」」」

政策政策政策政策をををを受受受受けてけてけてけて、、、、大歳地区大歳地区大歳地区大歳地区にあった１にあった１にあった１にあった１郷郷郷郷６６６６村社村社村社村社

がががが現在現在現在現在のののの下矢原下矢原下矢原下矢原のののの朝田神社朝田神社朝田神社朝田神社にまとめてにまとめてにまとめてにまとめて祀祀祀祀られられられられ

ることになりることになりることになりることになり、、、、岩富岩富岩富岩富（（（（黒川黒川黒川黒川））））八幡宮八幡宮八幡宮八幡宮もももも現在現在現在現在のののの

朝田神社朝田神社朝田神社朝田神社にににに移移移移されされされされ、、、、岩富岩富岩富岩富のののの地地地地にはクロガネモにはクロガネモにはクロガネモにはクロガネモ

チのチのチのチの樹樹樹樹とととと祠祠祠祠のみがのみがのみがのみが残残残残されましたされましたされましたされました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、跡跡跡跡

地地地地はははは「「「「おおおお旅所旅所旅所旅所」（」（」（」（注注注注 2222））））やややや田田田田にににに変変変変わりわりわりわり「「「「鎮守鎮守鎮守鎮守のののの

杜杜杜杜」」」」のののの樹樹樹樹はははは伐採伐採伐採伐採されされされされ、、、、現在現在現在現在のののの御姿御姿御姿御姿になったとになったとになったとになったと

思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    

そのそのそのその後後後後、、、、御姿御姿御姿御姿（（（（クロガネモチとクロガネモチとクロガネモチとクロガネモチと石祠石祠石祠石祠））））のののの御御御御

前前前前でのおでのおでのおでのお祭祭祭祭りはりはりはりは続続続続きききき、、、、現在現在現在現在にいたっているのにいたっているのにいたっているのにいたっているの

ですですですです。「。「。「。「モリさまモリさまモリさまモリさま」」」」はははは政治政治政治政治にににに翻弄翻弄翻弄翻弄されながらされながらされながらされながら

もももも 300300300300 年以上年以上年以上年以上もももも地域地域地域地域のののの方々方々方々方々によってによってによってによって続続続続けられけられけられけられ

てきたことになりますてきたことになりますてきたことになりますてきたことになります。。。。    

    （（（（大歳史談会大歳史談会大歳史談会大歳史談会、、、、文責文責文責文責    白上茂樹白上茂樹白上茂樹白上茂樹））））    

（（（（注注注注１１１１））））    

  「元禄寺社御根帳」は毛利藩が元禄４

（（（（1692169216921692））））年年年年にににに作成作成作成作成したものですしたものですしたものですしたものです。。。。    

（（（（注注注注２２２２））））    

神社神社神社神社のののの祭礼祭礼祭礼祭礼（（（（神幸祭神幸祭神幸祭神幸祭））））においてにおいてにおいてにおいて、、、、神神神神（（（（一一一一

般般般般にはにはにはには神体神体神体神体をををを乗乗乗乗せたせたせたせた神輿神輿神輿神輿））））がががが巡幸巡幸巡幸巡幸のののの途中途中途中途中でででで

休憩休憩休憩休憩またはまたはまたはまたは宿泊宿泊宿泊宿泊するするするする場所場所場所場所、、、、又又又又はははは神幸神幸神幸神幸のののの目的目的目的目的

地地地地をさしますをさしますをさしますをさします。。。。    

（（（（参考資料参考資料参考資料参考資料））））    

〇〇〇〇    『『『『山口県山口県山口県山口県のののの歴史歴史歴史歴史』、』、』、』、小川国治編小川国治編小川国治編小川国治編（（（（山川山川山川山川

出版出版出版出版））））及及及及びびびび『「『「『「『「森神信仰森神信仰森神信仰森神信仰」」」」のののの歴史民俗学的歴史民俗学的歴史民俗学的歴史民俗学的

研究研究研究研究』』』』徳丸亜木著徳丸亜木著徳丸亜木著徳丸亜木著（（（（東京堂出版東京堂出版東京堂出版東京堂出版））））    

〇〇〇〇    大歳公民館大歳公民館大歳公民館大歳公民館だよりだよりだよりだより、、、、大歳大歳大歳大歳あれこれあれこれあれこれあれこれ（（（（14141414））））        

「「「「岩富岩富岩富岩富のののの『『『『モリさまモリさまモリさまモリさま』」（』」（』」（』」（平成平成平成平成 13131313 年年年年 11111111 月発刊月発刊月発刊月発刊））））    

「「「「モリさまモリさまモリさまモリさま」」」」をををを、、、、昔昔昔昔、、、、祀祀祀祀っていたっていたっていたっていた「「「「芝村芝村芝村芝村」」」」地域地域地域地域

（（（（写真写真写真写真のののの左下左下左下左下））））及及及及びびびび現在祀現在祀現在祀現在祀っているっているっているっている岩富公会堂岩富公会堂岩富公会堂岩富公会堂

地域地域地域地域（（（（写真写真写真写真のののの右上右上右上右上））））をををを上空上空上空上空からからからから撮撮撮撮ったったったった写真写真写真写真（（（（ググググ

ーグルマップーグルマップーグルマップーグルマップのののの航空写真航空写真航空写真航空写真からからからから転写転写転写転写））））。。。。    

山口市朝田浄水場正門前山口市朝田浄水場正門前山口市朝田浄水場正門前山口市朝田浄水場正門前からからからから、、、、そのそのそのその北方向北方向北方向北方向にあるにあるにあるにある

「「「「芝村芝村芝村芝村」」」」地域地域地域地域をををを望望望望むむむむ。。。。    


