№１１９

題名:バスケットボール

平成３１年
２月号

金子 慎弥さん
（中矢原）

人口

TEL 922-4035 FAX 922-4036
発行 大歳地域交流センター
開館時間 8 時 30 分～17 時 15 分 （行政窓口 TEL 922-2461）

13,707

世帯数

6,589

平成 31 年 1 月 1 日現在

お子さんと一緒に、本格的な手打ちラーメンを作ってみませんか？麺だけではなく、トッピン
グの煮たまごとチャーシューもダッチオーブンを使って手作りします。１からラーメンを作っ
て、親子、参加者同士で楽しい時間を過ごしましょう。製麺機など、ご家庭にないような調理器
具を使うので、貴重な体験もできますよ。皆さんのご参加お待ちしています！
日時：３月２日（土） ９時～１３時
場所：大殿地域交流センター １階 講堂
対象：大歳地区在住の小学生とその保護者
参加費：２００円／人
持参物：マスク、エプロン、三角巾
講師：日本ダッチオーブン・ライフ振興会
理事 山野井 隆さん

（山口市大殿大路１２０－４）

定員：先着５組 ※２月１日から受付
申込：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平成３１年度（平成
３０年分）市・県民税申告相談を行います。
受付をする申告は、①所得税確定申告と、②
市・県民税申告の２種類です。ただし、内容に
よっては受付ができない場合があります。ま
た、持参物などもありますので、詳しくは、市
報１月合併号と一緒に配布された「わたしたち
の市税」をご確認の上、ご来場ください。
日時：２月４日（月）
９時３０分～１６時
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
問い合わせ：市民税課 市民税担当
（ＴＥＬ ０８３－９３４－２７３５）

講師:山野井

隆

進級や進学を前に、お子さんとの関わり方に
ついて理解を深め、お子さんの個性に合ったほ
め方、しかり方など、接し方を学びませんか？
日時：２月１３日（水）１０時～１２時
場所：仁保地域交流センター
対象：年中から小学３年生までの子どもとその
保護者
持参物：筆記用具
託児：無料（要申込）
講師：山口大学教育学部
教授 松岡 勝彦さん
定員：先着３０名 ※１月２４日から受付
申込：市社会教育課
（ＴＥＬ ０８３－９３４－２８６５）

平成３１年２月

大歳交流センターだより

１月１３日（日）に市民会館で山口市成人式
が開催されました。新成人たちは、懐かしい友
人たちとの再会に笑顔を浮かべながら、決意も
新たに大人への一歩を踏み出しました。
大歳地区の写真は、大歳地域交流センター後
援会からのお祝いとして、無料でお渡しします。
受け取り期間：２月１日（金）～２月２８日（木）
場所：大歳地域交流センター地域担当窓口
問い合わせ：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ０８３－９２２－４０３５）
※ご家族やご友人など代理の方でも受け取りが
できます。

Ｎｏ.１１９

山口総合支援学校で「おもてなし」の勉強を
している生徒たちが喫茶店をします。心をこめ
て接客しますので、地域の皆さんのお越しをお
待ちしています！
日時：２月１３日（水）１０時～１３時３０分
場所：大歳地域交流センター １階 講座室
内容：高等部生徒による喫茶店
とれたて野菜や実習で製作した作品販売
問い合わせ：山口支援学校 高等部 山本
（ＴＥＬ ０８３－９３４－４８１１）
☆やまそうカフェメニュー☆
ドリンクメニュー
・コーヒー、紅茶、抹茶オレ
フードメニュー
・パウンドケーキ、焼き菓子

他

※メニューは全て有料です。

大歳地区食生活改善推進協議会では、大歳
地区の皆さんが健康で長生きできるように、生
活習慣病やロコモ（運動器症候群）の予防を目
的とした料理教室を下記日程で開催します。
皆さんのご参加お待ちしています！
日時：２月１７日（日）１０時～１３時
場所：大歳地域交流センター 調理室
参加費：２００円
持参品：エプロン、三角巾
定員：先着１５名 ※２月１日から受付
申込：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ０８３－９２２－４０３５）
☆献立☆
・蒸し鶏と水菜のミルクごまとろ
ろそば
・彩りサラダ
・甘酒プリン

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」と「おもちつき」を開
催します！奮ってご参加ください！
日時：２月２３日（土）
１０時～１３時 受付９時３０分～
場所：大歳地域交流センター
内容：昔のあそび（こま、かるたなど）
おもちつき
定員：先着８０名
申込：大歳地区社会福祉協議会
（大歳地域交流センター内）
（ＴＥＬ ０８３－９２０－１７００）

平成３１年２月

大歳交流センターだより

Ｎｏ.１１９

１月６日（日）に山口南総合センターで山口
１月１４日（月）にきらら博記念公園で開催
市消防出初式が開催され、鴻南方面隊大歳分団 された、第１４回山口市駅伝競走大会の結果を
も参加しました。永年の消防活動の功績に対し、 報告します。選手の皆さんおつかれさまでした。
次の皆さんが表彰されました。（敬称略）
体協の部
大歳 １2 位（参加１７チーム）
山口県消防協会長表彰 山口市消防団長表彰
一般２部
○勤続章（勤続３０年） ○功績章
大歳走友会Ａ ２４位（参加６１チーム）
・藤井 良彦
・谷本 育央
大歳走友会Ｂ ６１位（参加６１チーム）
・久保田 徹

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：２月１６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：あやとり、けん玉、お手玉
楽しい折り紙
銭太鼓に挑戦！
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）

太陽クラブは未就園児の親子ならどなたでも
参加できる子育てサークルです。初めての方の
ご参加もお待ちしています！
日時：２月２２日（金）
１０時～１３時
場所：大歳地域交流センター
２階 和室
内容：ひな人形工作とひなあられ
対象：未就園児の親子
持参物：飲み物
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）

【大歳地区２月の行事予定】
1 日(金) 小学校地域参観日（10：35～13：50）

17 日(日) 食推さんの料理教室（10：00～13：00）

4 日(月) 燃やせないごみの日

18 日(月) お花づくり（9：30～12：00）

4 日(月) 市・県民税申告相談（9：30～16：00）

20 日(水) びん・缶の日

8 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

22 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）

11 日(月) お花づくり（9：30～12：00）

22 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

13 日(水） 母子相談（10：00～11：00）

23 日(土） 昔の遊びとおもちつき（9：30～13：00）

13 日(水） やまそうカフェ（10：00～13：30）

25 日(月) お花づくり（9：30～12：00）

14 日(木) 金属・小型家電製品の日

25 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

15 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）

28 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

16 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

平成３１年２月
大歳のエトセトラ
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大歳の庚申

１

山口市では平成 29 年度から、
「山口市歴史文化基本構想」注１の策定に取り掛かっていますが、この
目的は、それぞれの地域にある文化財を地域づくりに活用しようというものです。そのため今、大歳
地区でも「文化財把握調査」がなされています。私も昨年、山口市教育委員会の「山口市の石仏・石
塔」注２を参考にしながら実際に歩いて確認してみました。
調べてみますと、下表のように、大歳の「石仏・石塔」には「お地蔵様」をのぞくと次に多いのが、
しょうめん こ ん ご う
「庚申」でした。庚申は、庚申（塔）、青面金剛、猿田彦、そして道祖神までが含まれています。こ
れらの呼び名については、後でふれたいと思います。地域別にみると、朝田地区に庚申（塔）は 6 個、
さ い の か み
青面金剛は 3 個、そして、猿田彦 1 個、道祖神１個です。また、矢原地区には、庚申（塔）は 6 個、
青面金剛 1 個です。全部で庚申は 8 個注３になります。これらの庚申（塔）や青面金剛、猿田彦、道祖
神がすべて昔から今の場所にあったとは考えにくく、合祀や道路工事、また建築時などに、今の場所
に移転させらたと考えられますし、これら石仏・石塔・石神以外にも大歳の各地にあったのかもしれ
ません。
今回は大歳に点在し、現在も各地域でお詣りされている庚申について書きました。次回に続きます。
註１：
「山口市の文化
番号
種類
設置場所
番号
種類
設置場所
財保護行政を進める
① 庚申
河内部落奥
⑩ 庚申
中矢原深瀬家前
基本的な構想。策定
② 庚申
法満寺入り口
⑪ 庚申塔
幸町・しまむら南 する目的は、地域の
③ 庚申
岩富公会堂横
⑫ 庚申塚
富田原公会堂横
個性を形成する文化
④

庚申

岩富田中家前

⑬

青面金剛

⑤

庚申

勝井宮成家奥

⑭

青面金剛

⑥

庚申塔

勝井宮成家奥

⑮

青面金剛

⑦

庚申塔

朝田神社境内

⑯

青面金剛

⑧

庚申

朝田神社境内

⑰

猿田彦

⑨

庚申塔

今井下公会堂横

⑱

道祖神

朝田ヒルズ東

財を適切に保護（保
和田観音境内
存）、活用、継承する
とともに、地域の個
三作公会堂横
性である文化財を
今井下公会堂横
『地域づくり』に活
山口スバル西南
用できるようにす
和田道祖神峠
る。」とあります。
註２：
「山口市の石仏・石塔―平
川・大歳・吉敷－」山口市教育
委員会
註３：石津橋傍の馬頭観音の場
所の以前は丸石が置いてあり、
道祖神が祀られていたと「山口
市の石仏・石塔―大歳編―」に
書かれていますが、今回は外し
ます。
（大歳史談会 文責：白上茂樹）

河内部落奥に祀られる庚申塔

今井下公会堂横に祀られる青面金剛

