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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は、大歳地域交流センター主催講座をはじめ、各種事業や行事等にご協力
を賜り、誠にありがとうございました。お陰様で、充実した事業活動を行うことが
できました。
本年も、昨年より増して、地域の皆様により親しまれ、愛される地域交流センタ
ーを目指し、職員一同さらに努力して参ります。これまで以上に皆様方のご支援と
ご協力をよろしくお願い申し上げます。
大歳地域交流センター 職員一同

大歳地域交流センター図書室に新しく図書を入荷しました。ぜひ借りに来てください！
６冊まで借りることができます。貸出期間は２週間です。期限内に必ず返却して下さい。
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大歳交流センターだより

１１月２５日（日）大歳小学校体育館にて開催
しました、ソフトバレーボール大会の結果を報告
します。
Ａブロック
優 勝 中矢原Ａ
準優勝 下矢原Ａ
三 位 中矢原Ｂ、上湯田下
Ｂ級の部 優勝 岩富Ｂ

Ｎｏ.１１８

東日本大震災を体験された先生に、震災で感
じられたこと、８年の歳月を経た、今、考えて
いることなどを、自身の詩を交えながら伝えて
いただきます。６年生と一緒に地域の皆さんも
ぜひご参加ください！
日時：１月１８日（金）
１４時～１５時
場所：大歳小学校
３階 多目的室
講師：和合 亮一さん（詩人・高校教諭）
問い合わせ：大歳小学校
（ＴＥＬ ０８３－９２２－２４６６）
※駐車場はありませんのでご注意ください。
※自転車は南校舎と中校舎の間のアスファルト
部分においてください。

優勝：中矢原Ａ

準優勝：下矢原Ａ

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：１月１８日（金）
１０時～１２時
１４時～１６時
場所：大歳地域交流センター
対象：平成３０年 ４月 １日から
平成３０年 ６月３０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
（ＴＥＬ ０８３－９０１－１０４０）

大歳地区社会福祉協議会では、７５歳以上の
お一人住まいの方に「ふれあい給食サービス」
でお弁当お配りしています。そのお弁当に添え
るペーパーフラワーづくりのお手伝いをお願
いします。気軽に取り組めて、楽しく、友だち
づくりにも繋がります。申込は不要ですので、
皆さんの参加をお待ちしています。
日時：１月２８日（月）
２月１１日（月）
２月１８日（月）
２月２５日（月）
いずれも９時３０分～１２時
場所：大歳地域交流センター
２階 講堂
持参品：工作用はさみ、お手拭き
問い合わせ：お花づくり代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）
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大歳地域交流センターで楽しく過ごしません
か？皆さんのご参加お待ちしています！
日時：１月１９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：トランプ、おもしろカルタ
囲碁、将棋、百人一首
上生菓子と抹茶のお接待！
子どもも大人もぜんざいを食べよう！
参加費：１００円
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

Ｎｏ.１１８

未就園児の親子ならどなたでも参加できま
す！ご参加お待ちしています！
日時：１月２５日（金）
１０時～１３時
場所：大歳地域交流センター
２階 和室
内容：節分あそび
工作やゲームなど
対象：未就園児の親子
持参物：はさみ
マーカーやクレヨン
お弁当を食べる方はお弁当
問い合わせ：太陽クラブ 代表 山根
（ＴＥＬ ０８０－５２０７－５０５９）

大歳小学校では、下記の日程で、『地域参観日』として本校の教育活動を地域・保護者の皆様
に公開します。地域の皆さまにご参観いただき、ご意見をいただくことで、今後の学校教育の改
善に取り組んでいきます。ご都合のつく時間帯に遠慮なくご参観ください。
日 時：２月１日（金）１０時３５分～１３時５０分
日 程：１０時３５分～１１時２０分
授業参観（３校時）
１１時２５分～１２時１０分
授業参観（４校時）
１２時１０分～１２時５０分
給食参観
１２時５０分～１３時３５分
昼休み参観
１３時３５分～１３時５０分
掃除参観
その他：①自転車は、中校舎と南校舎の間のアスファルト部分においてください。
②校内および学校周辺の施設（交流センターなど）には、駐車場はありません。
維新公園第１１駐車場（県立山口総合支援学校入口）８時３０分～１７時をご利用く
ださい。
③上履きは、各自ご持参ください。
問い合わせ：大歳小学校 （ＴＥＬ ９２２－２４６６）

【大歳地区１月の行事予定】
大歳地域交流センター閉館日
※平成３０年１２月２９日（土）～平成３１年１月３日（木）
7 日(月) 燃やせないごみの日

18 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）
19 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

7 日(月） 七草がゆを食べませんか？（10：30～12：30）

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

9 日(水） 母子相談（10：00～11：00）

25 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

11 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

28 日(月) お花づくり（9：30～12：00）

11 日(金) 健康相談（10：00～11：00）

28 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

14 日(月） どんど焼き（10：00～15：00）

31 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）

17 日(木) 金属・小型家電製品の日

※木曜日はプラ容器包装分別収集
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岩富の黒川氏

その４

黒川氏の最後

山口に住む隆尚と宗像に住む氏続との間には長い葛藤があり、氏続は支配権を譲らぬまま山口で大内家の重
臣として重きをなす兄に支配権の譲渡を何度か迫っています。時には合戦に及んだこうした対立を終結させた
のは、隆尚の一人娘・菊姫に氏続の嫡男・氏男をめあわせ、隆尚家の家督を継がせることでした。こうして氏
男は隆尚家に婿入りし、黒川隆像となります。
ところが、山口で一人暮らしをする隆尚に陶晴賢が姪を側室として送り込み、彼女が男子・鍋寿丸（後の氏
たかかた

貞）を生んだのです。実子に家督を継がせたい隆尚は隆像に領国支配権の分割を要請しますが、うやむやのま
まで、隆尚は死去します。天文 20 年 8 月、黒川屋敷に入った隆像に陶晴賢が大内義隆への反乱の参加を要請
しますが、小座敷衆として義隆に近従することになっている隆像はこれを断ります。山口での状況が隆像には
たかかた

よくつかめていなかったようです。そして陶をはじめとする重臣層の反乱で、9 月 1 日、義隆は自刃。隆像も
これに従って自刃してしまいます。
当主を失った宗像家への陶晴賢の対応は素早く、9 月 12 日には家臣をつけて 7 歳の鍋寿丸を宗像に送り、当
主であることを宣言させますが、側室の子である鍋寿丸の家督相続には強い異論がでます。翌年反対派の中心
であった菊姫と氏続の一族をことごとく暗殺し、氏貞（鍋寿丸）が宗像氏に姓を変え、家督相続が完成します。
もはや大内氏の一族であることが意味をもたない黒川屋敷と領地はうち捨てられ、後に毛利氏に収公されたよ
うです。氏貞は陶氏が滅んだ後には毛利氏に臣従して強敵大友氏の侵入に対抗しました。
永禄 12 年の輝弘の乱は氏貞にとっても大きな試練でした。筑前支配をもくろむ毛利は吉川・小早川の「両
川」を筑前に送り、大友氏の拠点・立花城を占拠し、大友軍と対峙します。勝利近しと元就・輝元も長府に陣
取っている時に、突然大友の支援を受けた大内輝弘軍が秋穂に上陸し山口を占拠したのです。根拠地・広島と
長府との通路を切断された元就は吉川・小早川軍の帰還を命じます。形勢は全く逆転し、必死の帰還を考えた
べっ き どうせつ

吉川とこれを好機と攻勢を考える大友軍の激突が想定されましたが、吉川と大友の主将・戸次道雪の会談で、
道雪は兵を引き、毛利軍の無傷の帰還を認めます。講談ならひときわ調子をあげて「猛将なればこそ通ずる互
いの心」とうなる名場面でしょうが、冷静に考えれば大友側こそ無傷で毛利の筑前撤退を勝ち取れたのです。
そしてつけはすべて輝弘が払うことになります。輝弘は激戦は九州で起こり、敗走する毛利軍を討ち取れば、
大内領の回復はできると甘く考えていたようですし、参加した大内浪人も同様でした。ですから吉川軍迫るの
報に、浪人は四散し、大友からも見捨てられた輝弘は防府で自決を余儀なくされます。その後「調べの森」で
厳しい大内浪人の取り調べが行われたことは有名です。しかし、この事態は氏貞には極めて深刻でした。立花
城には先の猛将戸次道雪が自ら入り立花道雪となります。氏貞は妹・色姫を親子以上も年の違う道雪に嫁がせ
るなど大変な苦労を余儀なく
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大歳史談会
（文責：武波義明）

