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１１月１１日（日）に『第４２回大歳まつり』を大歳小学校で開催しました！
ご来場の皆さま、運営にご協力いただいた実行委員の皆さま、会場周辺にお住まいの皆さまに
は心から感謝申し上げます。大変盛り上がったまつりの一部を写真で紹介します。
定期利用団体によるステ
ージ演出や、体育館の中で
の作品展示、工作広場など
も大変賑わっていました。

鴻南中書道部による書道パフォ
ーマンスです。４ｍ×６ｍの紙
に大きく躍進の文字が書かれて
います。

特別ゲストのマ
ジシャン「Ｍｒ．
ＭＡＮＥ」さんが
風船を呑み込ん
でいます。

山口大学チアリ
ーディングの皆
さんがステージ
１発目を華やか
に飾ってくれま
した！

お店：自治会女性部 やなぎさわさん
人気商品：肉うどん
こだわり：地元スミダさんのつるつるめん
とおいしいお肉がいっぱい入っ
ています！
柳沢みゆうさん
お店：まつり有志の会 かわむらさん
人気商品：やきそば
こだわり：具がいっぱい！
愛情がいっぱい！
山内翔吾さん
お店：おやじガンバル会 かねこさん
人気商品：あげたこ焼き
こだわり：おじさん達が愛情こめてあげて
ます！
徳本悠樹さん
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交流センターで七草がゆを食べませんか？
食推の方に作っていただくおいしいお粥を食
べて、来年の無病息災を祈りましょう。事前申
込は不要です。時間内は出入りが自由ですの
で、お好きな時間にどうぞお気軽にお越しくだ
さい！
日時：１月７日（月）
１０時３０～１２時３０分
場所：大歳地域交流センター １階 講座室

地域の人と一緒に自分だけのオリジナルしめ
縄を作ってみませんか？
しめ縄づくりの後は、クリスマスツリー飾り
付け、記念撮影、チキンチキンごぼうパンお楽
しみ会などのクリスマス会をします。皆さんの
ご参加お待ちしています！
日時：１２月２３日（日）
９時３０分～１２時３０分
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
問い合わせ：大歳地域交流センター
内容：オリジナルしめ縄つくり
（ＴＥＬ ０８３－９２２－４０３５）
簡単なクリスマス会
定員：先着５０名
申込：大歳自治振興会
（ＴＥＬ ０８３－９２０－１７００）
※小学生以下は、保護者同伴でご参加ください。

コレステロールを下げるためにできることっ
て？日頃の生活について振り返り、健康に生き
抜く方法を一緒に考えてみませんか？
申込は不要です。受付時間内に会場にお越し
ください。
日時：１月１１日（金）
受付１０時～１１時
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
内容：血管年齢測定
体組成測定（筋肉量・脂肪量）
脂質異常症についての展示
保健師・管理栄養士との健康相談
鴻南地域包括支援センターの介護相談
持参物：各種健康診断結果（お持ちの方）
体組成測定をご希望の方は裸足になれ
る準備をしてお越しください。
問い合わせ：山口市保健センター
（ＴＥＬ ０８３－９２１－２６６６）

日時：１月１３日（日）
受付１３時～ 式典１３時４０分～
場所：山口市民会館
対象：平成１０年４月２日～
平成１１年４月１日に生まれた方
記念撮影時刻・場所
大歳地区 １５時５分 大ホール
送迎バス申込期限：１２月１３日（木）まで
往路：陸上競技場前バス停 １２時３０分発
復路：山口市民会館
１５時３５分発
※バス利用者は事前申込が必要です。
※片道だけの利用も可能です。
申込：市社会教育課
（ＴＥＬ ０８３－９３４－２８６５）
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年明け恒例行事「どんど焼き」を１年の無病
息災を祈る地域行事として開催します。手作り
ぜんざいや焼き芋などの振る舞いもあります！
※しめ縄の金具等は燃えませんので、必ず外し
て持参してください。
※雨天の場合は、中止とします。
※車でお越しの場合は、地域交流センターの駐
車場をご利用ください。
日時：１月１４日（月・祝）

年末の大歳地域交流センター大掃除をしま
す。交流センター定期利用団体は２名以上の参
加をお願いします。
日時：１２月８日（土） ８時～９時
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 ０８３－９２２－４０３５）

１０時～１５時
場所：朝田神社
問い合わせ：大歳自治振興会事務局
（ＴＥＬ ０８３－９２０－１７００）

次回のセンターだより１月１日号は、市報配
布（１月合併号）に合わせ、１月８日（火）配
布です。
問い合わせ：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ０８３－９２２－４０３５）

大歳地域交流センターで楽しく過ごしまし
ょう！会員制ではないので、どなたでもお気軽
にご参加ください。お待ちしています！
日時：１２月１５日（土）
１３時３０分～１５時
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
内容：やかんカーリング
脳トレクイズ
参加費：１００円
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

１月１４日（月・祝）に行われる「第１４回
山口市駅伝競走大会」のメンバーを募集しま
す！中学生以上で出場したい方は、ご連絡くだ
さい！
また、１２月に合同練習をしますので一緒に
練習をしましょう。
日時：１２月２２日（土）１７時～
場所：維新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 岡屋
（ＴＥＬ ０９０－８９９６－３２６９）

【大歳地区１２月の行事予定】
3 日(月) 燃やせないごみの日

17 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

7 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

19 日(水) びん・缶の日

7 日(金) 体育振興会理事会（19：00～19：45）
12 日(水） 母子相談（10：00～11：00）

21 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）
21 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）
23 日(日） しめ縄づくり＆クリスマス会（9：30～12：30）

13 日(木) 金属・小型家電製品の日

27 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）

15 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

28 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

16 日(日) 放送大学公開講座（10：30～12：00）

※木曜日はプラ容器包装分別収集

8 日(土) 交流センター大掃除（8：00～9：00）
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岩富の黒川氏

その３

黒川隆尚誕生

大内氏実録に「明応 5（1496）年、筑前守護・少弐政資が宗像大社の大宮司に重代の宝物を差し出
せと迫り、大宮司が渋ると憎しと殺してしまった」との記述があるのをはじめ、政資の数々の悪行が
並べられています。大内義興は父・政弘以来の宿願である少弐氏を攻め滅ぼす好機と考え、明応 6
（1497）年、大軍を率いて少弐氏を討ちました。大勢が決した所で、山口に帰ると、よほどうれしか
ったのか防府（一の宮、玉祖神社）
・徳地（二の宮、出雲神社）
・宮野（三の宮、仁壁神社）
・吉敷（四
の宮、赤田神社）・朝田（五の宮、朝田神社）の 5 社詣でを行いました。これは目前に迫った最終勝
利の祈願を名目にした凱旋行列だったといえます。これ以後、朝田神社が五の宮と呼ばれるようにな
ったことはよく知られています。
ところが、翌年、殺された宗像大社の大宮司・氏定の跡目を巡って、氏定の嫡男・興氏と氏定の弟・
氏佐との間に合戦が起きます。誰もが当然と考えていた興氏の継承に、叔父・氏佐が横やりを入れた
ことは明らかです。ただ氏定の妻が陶弘護の娘であったのに対して、弟・氏佐の妻は大内政弘の娘で
す。この逆転現象は政弘が行った 2 度の少弐攻めの際、氏佐の勇猛振りが政弘に認められた結果では
ないでしょうか。
合戦は断続的に 8 年間も続き、優勢な方が大宮司になったため、興氏―氏佐―興氏―氏続（氏佐の
次男）と大宮司職がめまぐるしく変わりました。大内氏への筑前からの報告書では氏佐が大内氏の出
した調停案を拒否したと苦情を述べています。どう調停しようとも氏佐家には大宮司職の独占は認め
ようがなかったのでしょう。永正 2（1505）年、興氏を大島に追いつめ、氏佐の勝利がほぼ確定し時、
なんと、氏佐は自らは老いたと称し、大宮司職を一年と年限を切って次男の氏続に与えました。おそ
らく氏佐とよく似た猛将タイプの氏続が、これまでの合戦の中心であったのでしょう。氏佐の嫡男正
氏が不愉快になったことは明らかです。また新たな波乱の芽が生まれたのです。
ところが、翌年、大逆転劇が起こります。嫡男正氏が敗北した興氏の娘を娶り興氏の養子として本
家を継ぎ、大宮司になったのです。この見事な調停案に大方の関係者がホッとしたことでしょう。こ
れは正氏だけの知恵ではないでしょうが、それを受け入れ動いた正氏の知力の勝利といえましょう。
前に書いたように、正氏は大内政弘の孫
であることを示す政氏の名を辞退して正
氏に変えています。この慎み深さの演出
は力のみに頼る父・氏佐や弟・氏続との
違いを際立たせ、正氏への信頼を高めた
と思われます。形の上では氏佐家の嫡男
が大宮司職を嗣いだのですから、文句は
言えなくても、氏続の不満が相当なもの
だったことは、その後の合戦にいたる兄
弟の争いにみてとれます。ほどなく正氏
は山口に参勤し、やがて黒川氏を継いで
黒川隆尚となるのです。
大歳史談会（文責：武波義明）
朝田の小字けさ丸にある五の宮の跡
五の宮は、現在、朝田神社に合祀されています。

