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人

令和元年
年５月号

志希さん（上矢原）

口

13,755

世帯数

6,623

平成 31 年 4 月 1 日現在

第４２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
プレーする姿に御声援をお願いします！
日時：５月１９日（日） ８時３０分～
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
（大歳地域交流センター内）
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）

日 時：５月８日（水）１０時～１２時
内 容：読み聞かせなど、茶話会
対象者：乳幼児と保護者
持参物：子どもの飲み物
場 所：大歳地域交流センター ２階 和室
申 込：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）

～平成３１年４月からの体制～
これから１年間よろしくお願いします。
所長 天賀 康介(管財課から)
行政窓口担当
児玉 清明
沼田 良子、小田 早苗
地域担当柳本 和芳、久保田 勝士(収納課から)
自治振興会
勝井 勝治、藤井 郁子、網屋 雅代、原 伸枝
稲子田 朝美
～人事異動者～
山本 悟（農林政策課へ異動）
岡村 利彦（小郡総合サービス課へ異動）
地域の皆さまには大変お世話になりました。

令和元年５月

大歳交流センターだより

今年も盛り上げます！おまつり企画運営委員
会は、大歳地域の担い手達が地区一大イベント
である、おまつりのエンジン役となって、盛り
あげようと奮闘しています！
おまつり企画運営委員会に入っておまつりを盛
り上げたい方、ご連絡お待ちしています！
問い合わせ：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）

Ｎｏ.１２２

日ごろの運動不足に心当たりはありませんか？
生活の中で無理なく歩数アップできるよう支援
します！
■対象者：市内に在住・在勤・通学し、定期的
な運動習慣がない 18 歳以上の方
■内 容：目標を決めて、歩数または歩いた時
間を記入した記録表を毎月提出する。
■期 間：6 月 1 日（土）～8 月 31 日（土）
■参加費：無料（※郵送料は実費負担）
■申

おまつり企画運営委員の皆さん

山口市南部地域を中心にサイクリングイベン
トを実施します。コース付近の住民の皆様方にご
迷惑をおかけしますが、ご配慮いただきますよう
お願いします。参加者は交通法規に基づき自転車
で走行しますので、交通規制はありません。
大歳では自転車道を走ります。沿道で参加者を
見かけたら、応援をよろしくお願いします！
※参加者の募集は締め切られています。
日時：５月２６日（日）９時～１６時
コース：
○ロングコース（約１００ｋｍ）
山口きらら博記念公園スタート９時
山口きらら博記念公園ゴール１６時頃
○ミドルコース（約５０ｋｍ）
山口きらら博記念公園スタート１１時
山口きらら博記念公園ゴール１６時頃
※１６時頃に最終走者がゴール予定。
問い合わせ：山口市定住促進課
（ＴＥＬ ９３４－２９４２）

込：5 月 31 日（金）までに、申込書に必
要事項を記入し、各保健センターま
たは各地域交流センターの窓口まで
持参又は、郵送・FAX・メール・電話
で申し込み。
【問い合わせ】
山口市保健センター（健康増進課）
℡:083-921-2666
E-Mail：kenko@city.yamaguchi.lg.jp

～朝田神社へ宝探し＆茶話会～
太陽クラブは、大歳地域在住の未就園児の親
子が月１回集い、楽しく過ごす機会を提供する
活動をしています！
５月は朝田神社へ宝探しに行って、茶話会を
開催します。ぜひご参加ください！
日 時：５月２４日（金）
１０：００～１３：００
場 所：大歳地域交流センター 和室
申 込：不要
持ってくる物：飲み物、帽子、虫除けグッズ
お弁当（食べる方）
ベビーカー（必要な方）
問い合わせ：太陽クラブ（山根）
TEL ０８０－５２０７－５０５９

令和元年５月

大歳交流センターだより

地域交流センターでみんなと楽しく過ごしま
しょう！会員制ではありません。どなたでも、
興味のある時だけでも、参加できますので、気
軽にお問い合わせください！
内 容：山口弁ラジオ体操
ガンバルーンボールで遊ぼう！
脳トレクイズに挑戦！
日 時：５月１８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
持参物：なし
問い合わせ：
大窪 ℡０８０－２９０４－８１９３

Ｎｏ.１２２

山口市戦没者追悼式を開催します。
過去の戦争でなくなられた方々に対して、追悼
の意を捧げるとともに、過去の教訓を風化させ
ることなく平和の大切さを伝えるため、追悼式
を開催します。
事前の申し込みは不要です。当日１０時５０
分までに会場へお越しください。
■日 時 ６月１日（土）１１：００～
■場 所 山口南総合センター
（山口市名田島１２１８番地１）
■入場料 無料（供物料などはご遠慮ください）
■問い合わせ：
市地域福祉課 ℡０８３－９３４－２９１８

第６２回大歳地区分館対抗ソフトボール大会を椹野川運動公園で開催します。地区内の親睦を
深めつつ、日頃の練習の成果を十分に発揮し、優勝を目指しましょう！
出場希望は各地区体育委員さんに５月１３日（月）までに直接お申込ください。

日時：６月９日(日）
※雨天中止

８時３０分～

場所：椹野川運動公園
主催：大歳体育振興会
問い合わせ：
大歳体育振興会事務局
（大歳地域交流センター内）
（℡ ９２２－４０３５）
【大歳地区５月の行事予定】
3 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
8 日(水) 母推さんの子育て応援講座（10：00～12:00）
9 日(木) 燃やせないごみの日

22 日(水) 第 62 回分館対抗ソフトボール大会
監督者会議(19:00～)
24 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

16 日(木) 金属・小型家電製品の日

24 日(金） 青少年健全育成協議会理事会（18：30～）

17 日(金） パソコン相談（10：00～12：30）

27 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

17 日(金) ぶっくん来館日(15：20～16：00)
18 日(土) 大人の居場所(13:30～15:30)

30 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
31 日(金） 青少年健全育成協議会総会（19：00～）

19 日(日) 第 42 回分館対抗バレーボール大会(8:30～)

31 日(金) ぶっくん来館日(15：20～16：00)

22 日(水) びん・缶の日

※木曜日はプラ容器包装分別収集

令和元年５月
大歳のエトセトラ

大歳交流センターだより
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大歳の庚申

４

～高井の庚申講～

今年の正月明け、1 月６日午後から、大歳の高井地区にて「庚申講」が行われました。高井地区の
「庚申」の講中は、当屋の多田家と同地区の堀山家の 2 軒です。「庚申講」は当屋の家で、新年の挨
拶で始まり、そして会計事務の引き継ぎが済むと、当屋が準備したワラを用いて、多田家家族と堀山
さる お

夫妻により、「申緒打ち」（しめ縄作り）註 1 が始まります。完成した申緒は、すこし離れた法満寺川
の傍にある庚申塔に持っていかれ、当家よって庚申塔に掛けられ、お詣りされます。その後、多田家
に帰られ、床の間に飾られた「青面金剛（古くて傷みがはげしい）」の掛軸の前で、ローソクをたて、
なおらい

線香をたき、お賽銭をあげて、両家族でお詣りされます。お詣が終わったあとは直会註２をしていたそうで
すが、講中が３軒になった平成 16 年が最後になりました。両家の話によると、この庚申講は、年はじ

めに「五穀豊穣」・「家内安全」を祈る行事といわれます。江戸時代に盛んになったといわれる「庚
申講」は、長い歴史の中で、農業が生業であったこの地区の人々には「五穀豊穣」・「家内安全」を
祈る祀りになっていました。庚申講など多くの民間信仰は、苦難の歴史註３があって減少し、高井地区
では、「庚申講」は 2 軒となりましたが、「平成」最後の今年まで続いてきています。
さる お

しりかせ

すき

ねり ぎ

（註１）申緒は牛馬の「尻枷」と農具の鋤に付けた犂轅を繋ぐ連結綱であり、農耕が機械化される前
は重要なものでした。
（註２）祭祀の後に、神事に参加した一同で神酒や供え物を戴いたりすること。
いん し ろ ん

しんめいちょう

（註３）江戸時代後期、長州藩は藩政改革で、
「淫祠論」が発令され、律令制時代の「神 名 帳 」に不
記載の神社、堂庵等の排
とりのぞき

除・解 除 政策として

神

しゅんべつ

仏の 峻 別 、神社からの廃
仏は勿論、仏教の廃棄、
路傍の辻堂・石仏まで破
壊しました。また、明治
維新にはいっても国策に
よって、神仏分離や廃仏
さる お

多田家家族と堀山夫妻により、「申緒」が造られているところです。

希釈で、国体神学から外
れる村々の道祖神・祭
礼なども淫祠・淫習と
して廃棄の対象となり
ました。
（大歳史談会、
文責：白上茂樹）

造られた「申緒」を、法満寺川の

庚申講では、床の間に古くなった青

傍の庚申塔に掛け、お詣りし ます。

面金剛の掛軸を掛け、お詣りします 。

