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岡部園芸さん監修のもと、多肉植物寄せ植え教
室を行います！珍しい形の植物を自分のテー
マに沿って寄せ植えしてみませんか？
日 時：２月２９日（土）
１０：００～１１：３０
場 所：大歳地域交流センター １階 講座室
内 容：多肉植物の寄せ植え
参加費：５００円
定 員：先着２０名
（中学生以上、２月３日
から受付開始）
申し込み・問い合わせ
↓↓↓
大歳地域交流センター
地域担当まで
イメージ図
（℡０８３－９２２－４０３５）

昨年１１月１０日（日）に行われた第４３回
大歳まつりにて、皆さんからいただいた遊休品
を掘り出し物市として出品しました。
その収益金３２，３００円を山口市社会福祉
協議会に寄付したことを報告します。
寄付したお金は、山口市や大歳地区における
社会福祉事業の資金として活用されることに
なります。ご協力いただいた皆様、ありがとう
ございました。
掘り出し物市の様子

令和２年
２月号

奈央さん

人口

13,899

世帯数

6,717

令和 2 年 1 月 1 日現在

大歳地区食生活改善推進協議会では、地区
民の皆さんが健康で長生きをしていただくた
めに、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。ご参加お待ちしています♪
日 時：２月１５日（土）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３日より受付）
申し込み：大歳地域交流センター
（℡０８３－９２２－４０３５）
☆減塩メニュー☆
◎ＳＡＢＡ缶でパエリア ◎パワーたっぷりピーマン
◎あったか♪れんこんポタージュ ◎果物いちご

交流センター内の図書館にある本を整理し、
貸出方法を変更するため、2/17(月)～2/21(金)
の間休館します。
つきましては、2/14(金)までに、貸し出し
中の本の返却をお願いします。また、返却期限
が過ぎているにもかかわらず、未返却の本が多
数あります。今一度確認をしていただき、必ず
返却をしてください。
なお、2/25(火)より運営開始となります。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが
ご理解とご協力の程、よろしくお願い
いたします。
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大歳交流センターだより

１月１２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３日（月）
～２月２８日（金）
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.１３１

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、９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。
地域の皆さんもぜひご参加ください！
日 時：２月１４日（金）
１４：００～１５：３０
場

所：大歳小学校
２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。

昨年６月から今年３月にかけて、市内のすべ
ての事業所・企業を対象に経済センサス基礎調
査を実施しています。この調査は、すべての産
業分野における事業所及び企業の基本的構造を
明らかにすることを目的に行われる国の重要な
統計調査です。
この調査では、県知事から任命を受けた調査
員が、市内すべての民営事業所の活動状態を外
観などから把握するとともに、新たに把握した
事業所には調査票を配布することとしていま
す。
大歳地域においては、２月から３月にかけて、
調査員が地域内を巡回調査する予定としていま
すので、調査員が訪問の際は調査にご協力をお
願いいたします。
問い合わせ：山口市情報管理課統計調査担当
（℡０８３－９３４－２７４８）

市内産水産物（タコ・エビ・モズクガニ）を
使った料理を学び、試食します。
初心者大歓迎です！
講

日

師：椎木 優子さん
（studio cocon）

時：３月１８日（水）
１０：００～１３：００
場 所：湯田地域交流センター
対 象：市内在住・在勤の男性
定 員：１５名（先着順）
参加費：５００円
持参物：エプロン、三角巾、手拭きタオル
申込み期限：３月６日（金）まで
問い合わせ：湯田地域交流センター
（℡０８３－９２２－８２１８）
共催：湯田地域交流センター、水産港湾課
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Ｎｏ.１３１

１月１２日（日）に山口南総合センターで山
１月１９日（日）にきらら博記念公園で開催
口市消防出初式が開催され、鴻南方面隊大歳分 された、第１５回山口市駅伝競走大会の結果を
団も参加しました。
報告します。選手の皆さんおつかれさまでした。
昨年は火災発生時や自然災害発生時に大変お 体協の部
世話になりました。今年も大歳地区の安全をよ 大歳 １４位（参加１９チーム）
ろしくお願いします！
一般２部
大歳走友会 ５０位（参加６５チーム）

色々な遊びを通して脳を活性化させましょ
う。皆さんのご参加お待ちしています！
日時：２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：あやとり、けん玉、お手玉
楽しい折り紙
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２８日（金） １０時～１３時
場 所：大歳地域交流センター ２階 和室
内 容：『おひな様なりきりお面』と
『ひなあられ入れ』作り
対 象：未就園児の親子 １５組
持参物：飲み物
お弁当を食べる方はお弁当
締め切り：２月２１日
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】
2 日(日）
3 日(月)
3 日(月)
4 日(火)
7 日(金)
10 日(月)
12 日(水）
13 日(木)
14 日(金)

おもちつき大会（9：30～13：00）
燃やせないごみの日
お花づくり（9：30～12：00）
市・県民税申告相談（9：30～16：00）
小学校地域参観日（10：35～13：50）
お花づくり（9：30～12：00）
母子相談（10：00～11：00）
金属・小型家電製品の日
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
学校施設開放連絡調整会議（19:00～）
大歳体育振興会理事会（19:45～）

15 日(土) 大人の居場所（13：30～15：00）
食推さんの料理教室（10：00～13：00）
17 日(月) お花づくり（9：30～12：00）
19 日(水) びん・缶の日
21 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）
24 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
27 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
28 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）
28 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）
29 日（土） 多肉植物寄せ植え教室（10:00～11:30）
※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 ７４

大内輝弘の乱入

－450 年前の出来事 ―

そのⅢ 「乱入」の道（２）
一方、白松浦（阿知須・西岐波付近）に上陸した部隊の乱入は、どのような経路を通り、山口・上宇野令の高嶺
（鴻の峯）城に攻めてきたのでしょうか。山口県地方史研究第 35 号の「大内輝弘の山口進攻事件とその歴史的評価」
ていせん

（岡村好甫著）には次のように書かれています。「交通路も汀線の後退によって次第に変わってきた。当時の宇部、
山口間は、
・・・・・片倉（分岐して床波）－王子―引野―杖川―由良―須川―佐山（辻）―溝端―岡屋―幸の橋（こ
こで山陽道に合す）－嘉川―赤坂―長谷―山手―上郷（この付近で山陽道から分岐）－三条岡―朝田―矢原―湯田
―山口となっていた。
」とあります。この文章にある「片倉（分岐して床波）―・・・・岡屋―幸の橋」の道は岐波・
阿知須が白松庄とよばれていた時代にあった白松道であり註１、
「嘉川―赤坂―長谷―山手」は旧山陽道で、古代から
の北九州と京都を結ぶ重要な幹線でした。そして「上郷―三条崗―朝田―矢原―湯田―山口」は石州街道ですから、
白松浦に上陸した輝弘の別部隊は矢原の「調べの森」辺りを通過したことになります。白松浦に上陸した部隊は、
白松庄内の寺などを放火し、地理に不慣れのためか地下の人々に道案内させています。また、「『阿知須町史』に、
大友勢の上陸した地点は白松浦のどの付近か明確ではないが、引野の明栄寺の自伝に、当寺はもと浜表にあったが、
輝弘の乱で焼き討ちされたとある。また『注進案』には、現在の本龍寺の所にあった光明寺の住僧は村人５人とと
くびたにがえき

もに輝弘の兵に強要され、その威に恐れ山口への道案内をしたが、大友の兵敗北ののち丸塚山の首谷ヶ浴で謀殺さ
れたと記してある。住僧らは大友の兵によって処刑されたものか、大友の兵敗北ののち毛利勢から利敵行為をした
ことにより処刑されたものか明らかでない。
」とあります。白松浦に上陸した部隊に対応した毛利軍の動きは、上記
の「県地方史研 35 号」に、
「岡屋砦註２の毛利軍は、深溝―今津山方面から進撃される處なしと見て、砦の南方千米
さんさ ろ

ばかりの辻という三叉路で要撃することを有利と考え、主力をここに移動して待ち伏せた。狼藉の限りをつくしな
がら北上してきた大友軍とここで激しい戦闘となった。大友軍は次々と後続部隊が到着するので、毛利方は、支え
やいん

きれず、夜陰に紛れて後退します。
（風土注進案佐山の部）」とあります註３。
次回につづきます。
（註１）

（大歳史談会、文責：白上茂樹）

白松庄は、阿知須全域と宇部市の東岐波と西岐波付近の地です。慶長５（1600）年の検地帳では山口市

佐山も含みます（平凡社地名辞典より）
。また、
「幸の橋は『嘉川遺跡、史跡ポイントマップ』に、阿知須・岐波辺
りを『しらまつの庄』といった時代の幹線分岐点。興進小学校下・玄珍・深溝・矢石川石橋とつづく道しるべ」と
あります。
（註２） 毛利軍が造ったもので、岡屋 IC 付近とされる。
（註３）

「風土注進案」佐山の部に「古戦場 辻村 佐山村にあり 此所大内御時戦場のよし 古老申傳へ候、

其故ハ古墓中道の側なとに數多御座候 千人塚の跡と申所御候 討死の人を埋め候由 申傳へ候事」とあります。

阿知須・丸塚山にあ
る
く びたにが えき

「首谷ヶ浴 」の石碑
と
その説明版

嘉川「幸の江橋」傍にある
「山陽道と白松道」の交差点の
石碑（上写真）と角柱（右写真）

嘉川・岡屋 IC 付近

右

にある「戦場ヶ原」
（古戦場）を表示
する角柱

