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これまで、大歳地域交流センター、大歳小学校の体育館とグラウンドは、使用される日の１ヶ
月前から予約を受け付けておりましたが、１２月１日より、使用される日が属する月の前月１日
（１日が土曜日、日曜日または祝日にあたるときは翌開庁日）から受付を開始します。
（例）１月６日に使用する場合
現行：１２月６日から予約受付

⇒

問い合わせ：大歳地域交流センター

変更後：１２月１日から予約受付
（ＴＥＬ

９２２－４０３５）
日時：１２月９日（金）１０時～１１時３０分
場所：大歳地域交流センター

１２月は握力測定・ロコモチェック（骨や筋肉

持参品：健康手帳（お持ちの方）、健康診査結果

を若く保つコツを学びましょう！）・体組成（筋

みそ汁の塩分測定を希望される方は、みそ

肉量・脂肪量）測定・血圧測定をします。また、

汁を５０ｍｌ程度密封容器に入れてお持ち

みそ汁の塩分測定や食品に含まれるカルシウムを

ください。

多く含む食品の展示も行います。初めての方もお
気軽にお立ちよりください。料金は無料です。

問い合わせ：山口市保健センター
（ＴＥＬ ９２１－２６６６）

日時：１２月９日（金）
１０：００～１１：３０
場所：交流列車おおとし（大歳駅側）
料金：無料
日時：平成２９年１月８日（日）
持参品：健康手帳（お持ちの方）、健康診査結果
式典１４：００～
みそ汁の塩分測定を希望される方は、みそ汁を
会場：山口市民会館
５０ｍｌ程度密封容器に入れてお持ちください。
対象：平成８年４年２日～平成９年４月１日
問い合わせ：山口市保健センター
の間に生まれた方
（TEL９２１－２６６６）
送迎バスの申込期限：１２月１２日（月）
往路 陸上競技場前バス停 １２：３０発
復路 山口市民会館
１５：４０発
※バス利用者は事前申込が必要です。

※片道だけの利用も可
※バスの乗降場所が昨年と異なりますのでご注意下さい。

記念撮影時刻・場所
大歳地区 １４時４０分
小ホール①
問い合わせ・申込
市社会教育課
（ＴＥＬ ９３４－２８６５）

平成２８年１２月

大歳交流センターだより

Ｎｏ.９３

声を出して歌うことは、ストレス解消や運動効果があり、体にとても良いと聞いています。
歌うことで活力もみなぎるのではないでしょうか？一緒に楽しくカラオケをして心も体も健康になり
ませんか？
日時：１２月１７日(土）

１３時３０分～１５時３０分

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

（ＴＥＬ

９２２－５２８６）

※申し込みは要りません。大人から子どもまで、どなたでもお気軽にご参加ください。

“世界に一つだけしかない“手作りの「お正月飾り・しめ縄」を
自分たちで作って、自宅などに飾ってみませんか。
日時：１２月１８日（日）９時３０分～１２時
場所：大歳地域交流センター２階講堂
参加費：無料
問い合わせ・申込：大歳自治振興会子ども部会（ＴＥＬ

９２０－１７００）

※平成２９年１月１５日（日）１０時から朝田神社で正月に飾ったしめ縄（輪飾り）を焼いて、１年の福
を招く“どんど焼き”も開催する予定です。

子育て中の父親の育児への参加意識の向上とその支援を目的に、お父さんが楽しく参加できる講座やイ
ベントを、市内１０か所の地域子育て支援拠点施設（やまぐち子育てねっと「めぶき」）で開催します。
お父さんパワーアップ講座に参加して、お子さまとの素敵な時間をたくさん作りましょう。
内容：平川地区の有志の方に教えていただきながら一緒に門松を作ります。門松ができたら杵と臼で餅つ
きをし、ついたお餅は各家族でまるめてもらいます。
日時：１２月１８日（日）

１０時～１２時

（集合時間９時４５分）

※雨天時は場所を変更して門松作り、ひらひらで餅つき機で餅をつきます。
場所：平川子育てつどいの広場「ひらひら」

山口市黒川２３９３（西京高校付近）

募集対象：子育て中の父親と子ども（乳幼児～小学校３年生まで）

先着１０組

＆家族・ひとり親家庭参加可
参加費：1 家族 500 円（材料費として）
持参物：お茶、門松を入れるビニール袋（指定ごみ袋大くらいの大きさ）
お餅を持って帰られる方は容器
問い合わせ・申込：平川子育てつどいの広場「ひらひら」
（ＴＥＬ

９２３－１６０６）※月・火・木 10：00～15：00 まで

１１月１日（火）～１２月１５日（木）まで受付。

平成 2８年１２月

大歳交流センターだより

Ｎｏ.９３

.

大歳地区社会福祉協議会では、三世代交流事業として「昔の遊び」（かるた、けん玉、竹とん
ぼ、ブーメラン、お手玉、おはじき、こま、あやとり、将棋、割り箸鉄砲、ケンケンパ、福笑い
など）と「もちつき大会」を開催します。おじいちゃん、おばあちゃんに昔の遊びや知恵を教わ
って楽しく過ごしましょう！
日時：１２月２４日（土） １０時～１３時（受付９：３０～）
場所：大歳地域交流センター
参加費：１００円（乳幼児は無料）
定員：先着８０名
問い合わせ・申込：大歳地区社会福祉協議会事務局
（大歳地域交流センター内 ＴＥＬ ９２０－１７００）
奮ってご参加ください。参加希望の方は、お早めにお申し込みください。
お手伝いしていただけるスタッフも大
募集中です！
(昔遊び・もちのつき手・台所裏方など)

いよいよランニングシーズンとなりました。
１月１５日（日）に行われる「第１２回山口市駅
伝競走大会」に向けて大歳走友会も日々練習してい
ます。
只今、駅伝メンバーも募集していますので、中学
生以上で出場したい方は、ご連絡ください。
なお、１２月の「合同練習日」は下記の通りです。
日時：１２月２４日（土）
１８：００～１９：００
場所：維新百年記念公園テニスコート入口付近集合
問い合わせ：大歳走友会 代表 中野
（ＴＥＬ ０９０－４８９３－２０３８）

年度末の大歳地域交流センターの一斉清掃を行
います。交流センター定期利用団体は、２名以上参
加をよろしくお願いします。時間は１時間程度を予
定しています。
日時：１２月１９日(月) ８：３０～
場所：大歳地域交流センター
問い合わせ：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
※２月にもう一度行います。

【大歳地区１２月の行事予定】
01 日(木) 燃やせないごみの日

18 日(日） しめ縄作り（10：00～12：00）

9 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

19 日(月) 交流センター定期利用団体一斉清掃

9 日(金) 健康相談（10：00～11：30）

19 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

11 日(日) 第 31 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）

21 日(水) びん・缶の日
23 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

12 日(月) 金属・小型家電製品の日

24 日(土） 昔の遊びとお餅つき大会（10：00～13：00）

14 日(水) 母子相談（10：00～12：00）

24 日(土） 走友会練習日（18：00～19：00）

16 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）

26 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）

17 日(土） 大人の居場所（13：30～15：30）

※木曜日はプラ容器包装分別収集

平成２８年１２月
大歳のエトセトラ
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38 年続く馬頭観音の供養会

矢原河川公園

２

平安時代に密教が広まり、六道の思想が説かれて人々に浸透し、観世音菩薩を念じることで、人々
は悩みや苦しみから逃れることが出来ると信仰されて来ました。
六道とは、密教の考え方で、人間の来世には天道・人道・修羅道・畜生
道・餓鬼道・地獄道があるとされます。つまり生きているときに行った行
為によって、死後にこの六つのうちのどこかの世界へ落とされ、グルグル
と魂が 6 つの世界を回り続けること（輪廻）になるという考え方です。そ
して、これらの六道におちた人々を救済される担当の観音様がおられるの
です。天道－如意輪観音、人道－准てい観音、修羅道－十一面観音、地獄
道－千手観音、飢餓道－聖観音、そして畜生道が馬頭観音です。馬頭観音
は畜生道に落ちた人の苦しみや悩みからの救済の性格が強く支持されて
きました。畜生道に落ちた人を救うため、馬のように早く現場に行き、も
りもり草を食べるように悪を食い尽くし、悪との対決で、話しても駄目と
なれば、武力も使うぞ、と斧や剣や投げる武器の輪宝など持っていました。 富田原の馬頭観音
しかし近世入って人々の考えか変わってきたと言われています。馬は農民
にとって、畑や水田の耕作、農作物の運搬、草や糞尿を堆肥づくり必要不可欠であり、また武士では、
乗用馬としての役割を担ってきました。つまり、馬は生きるために、なくてはならない労働力になっ
てきたと考えられます。来世より現実の生活に必要な家族のような存在になったと考えられます。そ
して、馬の無病息災を願い、爪切りや血取りをして馬の健康管理をし、万一死亡したとき感謝の慰労
や冥福を供養するために石で馬頭観音を彫るようになったと考えられます。現在、大歳地区には河川
公園の馬頭観音様以外に 8 体おられます。（下記一覧表）今でもこの八体のほとんどに、お花が供え
られています。「馬頭観音と人」との深い結びつきや地域の歴史を感じざるを得ません。
最後に余談になりますが、吉敷滝河内の龍蔵寺は真言宗御室派のお寺です。ここには馬頭観音様が
おられます。そしてこの馬頭観音様は動物の供養のため以前から祀られておられます。
（参考文献） ○ 「馬と石造馬頭観音」
（粟田直次郎・片山寛明） ○ 「山口市の石仏・石塔 ⑴
－平川・大歳・吉敷」－（山口市教育委員会）
（大歳史談会
文責： 白上茂樹）

表

矢原河川公園以外の大歳地区の馬頭観音

No.

名称

所在地

立地

高さ

西暦

①

馬頭観音

穂積町

道路傍

53 ㎝

不明

②

馬頭観音

高畑

石津橋傍

54 ㎝

1871

③

馬頭観音

馬庭

大岩口橋近く

41 ㎝

不明

④

南無大非馬頭観音

高井

松下グランド入口

63 ㎝

不明

⑤

馬頭観音

岩富

公会堂横

49 ㎝

1822

⑥

馬頭観音

下湯田

養元寺

54 ㎝

1856

⑦

馬頭観音

宝町

正八幡宮跡

54 ㎝

不明

⑧

馬頭観音

富田原

豊年橋傍

56 ㎝

不明

