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令和元年 11 月 1 日現在

快晴の中、もちまきに始まり、ステージ出演や出店・体育館展示など、様々な催し物でお祭
りが盛り上がりました！ご来場の皆さま、運営にご協力いただいた皆さま、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。
鴻南中学校書道部による
圧巻のパフォーマンス！

恒例のもちまきで
スタート！

定期利用団体さん
によるステージ出
演、作品展示、出店
などで、大盛況でし
た。

パニック・コージさん
のモノマネショー！

お店：大歳小おやじがんばる会
ながおさん
おいしく作る秘訣は、おいしいと言
ってもらえるように心をこめて作る
ことです。

お店：母子保健推進協議会
まつもとさん
たくさん人が来られて、毎年楽
しみに来てくれる。みんなで力
を合わせて手芸品を作っていま
す。

お店：さわやか学級
つもりさん
目 立 つ 表示 をし て お客さ
ん が た くさ んき て くれる
ようにしている。スーパー
ボールが一番人気！

令和元年１２月

大歳交流センターだより

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（火）
１０時３０～１２時３０分
場所：大歳地域交流センター １階 講座室
問い合わせ：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ

０８３－９２２－４０３５）

大歳自治振興会では一般財団法人自治総合セ
ンターの平成３１年度一般コミュニティ助成事
業を受け、下記の備品を購入しました。
テント ４張り
音響装置(外用)一式
音響装置(センター講堂用)一式
デジタルカメラ １台
大歳地区のイベントで使用するほか、地域の
行事にも貸し出しますのでご活用ください。

大歳まつりではこれらの備品が大活躍!!

Ｎｏ.１２９

日時：１月１２日（日）
受付１３時～ 式典１３時４０分～
場所：山口市民会館
対象：平成１１年４月２日～
平成１２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１２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）

健康づくりに関心のある方、健康審査結果に
ついてご相談がある方などを対象に、健康チェ
ック・健康相談会を行います！
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１０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
保健師・管理栄養士との健康相談
動脈硬化についての展示
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 健康増進課
（ＴＥＬ

０８３－９２１－２６６６）

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７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）

令和元年１２月

大歳交流センターだより

Ｎｏ.１２９

し め 縄 作 り

ど ん ど 焼 き

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？
また、三世代交流イベントとして、チキ
ンチキンごぼうパンなどの｢おもてなし｣を
行います♪
日時：１２月２２日（日）
９時００分～１２時３０分
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
内容：オリジナルしめ縄つくり
三世代交流イベント
参加費：無料
定員：先着５０名程度
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。

しめ縄、正月飾り、書初めなどを燃やし、
１年の無病息災を祈る｢どんど焼き｣を地域
行事として開催します。手作りぜんざいや焼
き芋などの｢おもてなし｣もあります！

今年の年賀状は絵手紙に挑戦してみません
か！？右田先生に指導していただき、オリジナ
ルの年賀状を作ります。仕上げに消しゴムで自
分の印鑑も作ります。
初めての方も大歓迎です。是非ご参加くださ
い♪
日時：１２月２１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
指導者：右田朱実 先生
持参物：季節の野菜や果物など書きたい材料
参加費：１００円
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）
※必要な道具は主催者で準備予定。

絵本を無料で贈呈し、絵本を通して親子の絆
を深めることのできる｢ブックスタート体験
会｣を開催します。是非ご参加ください。
日時：１月１７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３１年４月１日から
令和元年６月３０日の間に
生まれた乳幼児とその保護者
※受付は随時行います。
※対象者にははがきで御案内します。
問い合わせ：山口市立中央図書館
（℡ ０８３－９０１－１０４０）

日時：１月１３日（月・祝）
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）
※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。

【大歳地区１２月の行事予定】
2 日(月) 燃やせないごみの日

18 日(水) びん・缶の日

5 日(木) 大歳体育振興会理事会（19：00～19：45）

20 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）

7 日(土) 交流センター大掃除（8：00～9：00）

21 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）
22 日(日） しめ縄づくり（9：30～12：30）

11 日(水） 母子相談（10：00～12：00）
12 日(木) 金属・小型家電製品の日
13 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
15 日(日) 第 34 回大歳体育振興会長杯争奪
少年サッカー大会
16 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

26 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
27 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）
※木曜日はプラ容器包装分別収集
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大歳のエトセトラ ７２

大内輝弘の乱入

－450 年前の出来事－ その１ 背景

昨年作成された大歳歴史マップ・
「発見！おおとし」に「調べの森」(A15)註１があります。その説明文
には「永禄 12（1569）年、豊後から大内輝弘が乱入したとき、毛利側はここに糾問所を設け、輝弘に味
方した大内浪人の取り調べを行った。村人は、拷問によるうめき声を聞き、
『しらめ（白眼）の森』と
恐れたといふ。
」とあります。この乱入については、防長風土注進案註２の山口宰判の矢原村に「永禄拾
弐年大内太郎左衛門尉輝弘豊後国より押渡り、秋穂白松に着岸し、山口乱入のよし高嶺の城への注進し
き浪をうちしかい、防御の軍兵此地にて老若多少をしらへしより、いつしか地となりぬ、今は訛りて『シ
ラメ』の森といふ。
」と記載されています。
「調べの森」の看板が立っている一帯は、往年は森であった
と言われています。大内輝弘は豊後から永禄 12（1569）年 10 月 11 日に秋穂、白松に着岸し、そして、
翌日の 12 日に山口に乱入しています。今年、令和元（2019）年からは 450 年前の出来事です。説明文
にある大内輝弘とは、大内氏 30 代当主義興の弟の大内高弘の子供で、大内 31 代当主義隆とは従兄弟に
なります。高弘は、兄である 30 代当主義興にたいして謀反をおこし、その後、豊後国の大友氏に亡命
していたために、輝弘は豊後で生活していました。
「乱入」の 18 年前の天文 20（1551）年に、陶晴賢は、
主君の大内義隆を倒し、大内義長註３を当主に擁立して政権を樹立しますが、天文 24（1555）年に、安芸
かいらい

国の毛利元就と厳島の戦いで敗死します。これにより、傀儡政権であった当主大内義長の求心力は、急
速に衰退していきます。そうした中、毛利元就が弘治３（1557）年の３月に、山口へ侵攻してきます。
大内義長は防戦かなわず、高嶺（鴻の峰）城を放棄し、重臣と共に長門（下関市）の且山城（勝山城）
に敗走し、４月には、長府の長福寺（現在の功山寺）で自害します。義長の死により、大内氏 24 代当
主弘世が山口に開封して以来、200 年余り続いた大内家はここで滅亡します。しかし、その後すぐに、
大内家再興の動きがあります。その一つに、毛利氏の支配が始まって間もない弘治３（1557）年の 11
とい だ き かくまる

月に、旧大内氏の一部の重臣たちが、大内家再興をめざし、大内義隆遺児の問田亀鶴丸註４を奉じて挙兵
し、山口市糸米の障子岳に立て籠りますが、旧大内家臣の内藤隆
春によって鎮定されます。今回、取り上げる永禄 12（1569）年
10 月の輝弘の「乱入」は大内家再興の最後の挙兵です。
次回につづきます。

（大歳史談会、文責：白上茂樹）

註１： 大歳歴史マップ「発見！おおとし」の説明文番号。 註２： 19
世紀に毛利藩が作った地誌です。藩の各村の面積や産業、人口や風俗など
詳細が書かれています。 註３： 大友晴英。豊後（大分県）大友氏 20
よし

代当主・大友義
あき

問田亀鶴丸を奉じて立て籠もった糸米の障子岳

鑑 の次男とし
て生まれる。母
は義隆の姉。実
兄はキリシタン
大名で有名な大
友宗麟。
註４：大内義隆
よしのり

の子。
大内義 教。
矢原の石州街道沿いにある「調べの森」の跡と看板

大内義長が放棄した上宇野令の高嶺（鴻の峯）城

