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「第３４回おおとし夏まつり」の中止につきましては、６／１５号市報配布時の回覧にて大歳
地区住民の皆様にお知らせをしているところではございますが、開催を中止とすることをこの場
を借りて改めてお知らせいたします。
楽しみにされていた方には大変申し訳ありませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
おおとし夏まつり実行委員会（大歳地域交流センター内）
TEL：０８３－９２２－４０３５

６／４（木）と６／５（金）の２日間に分けて、山口総合支援学校と鴻南中学校の皆さんがセ
ンター駐車場の花壇をきれいにしてくれました。
暑い中本当にありがとうございました。今後はセンター職員が大切に育てていきます。
センターにお立ち寄りの際は、ぜひ見ていってくださいね♪

山口総合支援学校の皆さん

鴻南中学校の皆さん
６/５(金）

翌日、山口総合支援学校の皆さんが大切に育て
てくれたたくさんの花苗を、鴻南中学校の皆さんが
レイアウトを考えながら植えていきました。

成長が楽しみ♪

６/４(木）

山口総合支援学校の皆さんで、昨年植えた花を
撤去。そのあと、花壇に肥料や再生材を入れた土
をしっかりと耕し、植える準備完了！

令和２年７月

大歳交流センターだより

当大会につきまして、８月２２日（土）に開
催を予定しておりましたが、同時期に予定され
ていたイベント等が新型コロナウイルス感染
拡大防止を考慮した結果、中止・延期とされて
おり、また、参加されるお年寄りと親子の方々
との交流の中で、三密の状況になる懸念が払拭
できず、当大会の目的である「三世代交流」の
達成が困難である事、そしてなにより、参加さ
れる皆様の健康と安心・安全の観点から、やむ
を得ず中止することといたします。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。

大歳地域交流センター内のロビーに、七夕飾
り用の竹を設置します。
異例の状況が続いている今、あなたの願いは
何ですか？
センター地域担当窓口に短冊を置いています
ので、自由にお願い事を書いてくださいね♪
書いてもらった短冊は、一定期間ロビー内の
竹に飾りますよ！
大人も子供も、みんなの願いでいっぱいにし
ましょう！
ぜひセンターまでお越しください♪

大歳地区青少年健全育成協議会では、不要マ
スクの収集を行い、大歳小学校へ寄付する事業
を行っています。
大きさが合わなくて使わないマスクや、支給
されたけど既にたくさん持っていて…という
方は、大歳地域交流センター地域担当窓口にて
寄付を募っておりますので、ぜひご協力の程、
よろしくお願いいたします。
問い合わせ：大歳地区青少年健全育成協議会
（大歳地域交流センター内）
TEL：０８３－９２２－４０３５

Ｎｏ.１３６

たいせつな歯を守るために、正しい歯
の磨き方を歯科衛生士さんのお話を聞
きながら学びましょう！
ぜひご参加ください♪
日

時： ７月８日（水）
１０：００～１２：００
（※受付は９：３０から）
場 所： 大歳地域交流センター
２Ｆ 和室
対 象：乳幼児とその保護者
定 員：１０組
持ち物：歯ブラシ、タオル
申 込：大歳地域交流センター
（０８３－９２２－４０３５）まで電話
申し込みをしてください。
※７／１（水）から申込受付開始です。

「本の選び方」「書き方のポイント」など、
読書感想文に取り組んでみたくなるお話で
す。この夏は親子で本を楽しんでみません
か？
日 時：７月１８日（土）
１０：００～１２：００
場 所：小郡ふれあいセンター
対 象：小学生の保護者（２０名程度）
持ち物：筆記用具
講 師：前田 真奈美 氏
（下関市立本村小学校教頭）
お問い合わせ申し込みは下記にメールかお
電話で↓↓↓（※締切：７月３日（金））
山口市教育委員会 社会教育課
TEL:０８３－９３４－２８６６
申し込みメールフォームはこちら→
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Ｎｏ.１３６

６月６日（土）に大歳地区老人クラブの皆さんが、大歳地域交流センターの大掃除をしてくだ
さいました♪
センター各部屋はもちろん、窓ガラスや敷地内の草刈りなど、普段手が行き届いていないとこ
ろまで掃除していただき、とてもきれいになりました。
利用者の方々にとって、気持ちの良い空間になりました。本当にありがとうございました！
ツツジなどの剪定もしてい
敷 地周 りは 草伸 び放 題

ただきました。

でした…すみません！

きれいさっぱり♪

センターの窓、
あの頃の透明感を取り
戻しました♪

普段掃除しているところ
も、隅々まできっちり！

今月は歌声喫茶を行います♪
マスクなど感染対策を取りながらではありま
すが、みんなで楽しく過ごしましょう！
ぜひご参加くださいね♪
内 容：☆歌声喫茶
☆コーヒーブレイク
日 時：７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
問い合わせ先：
０８０－２９０４－８１９３（大窪）

７月の太陽クラブは、みんなで「新聞紙遊び」
をしますよ♪
ちぎったり、丸めたり…どんな遊びなのかは、
来てのお楽しみです！
参加費は無料です。ぜひご参加ください！
日

時：７月１７日（金）
１０：００～
場 所：大歳地域交流センター 和室
持ち物：新聞紙（ある人）、飲み物
定 員：未就園児の親子（１０組）
申込先：竹中（０９０－７１３６－８３０５）
※新型コロナウイルスの影響により中止にな
る場合があります。

【大歳地区７月の行事予定】
2 日(木)
3 日(金)
5 日(日)
8 日(水)
12 日(日)
13 日(月）
１5 日(水)
17 日(金）
17 日(金)

燃やせないごみの日
ぶっくん来館日(15:20～16:00)
危険箇所点検・清掃（大歳地区青少協）
母推さん子育て応援講座(10:00～12:00)
大歳自治振興会 臨時総会 他（10:00～）
金属・小型家電製品
びん・かん
ぶっくん来館日(15:20～16:00)
子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

18 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）
27 日(月) 古紙ペットボトル分別収集(大歳①)
30 日(木） 古紙ペットボトル分別収集(大歳②)
31 日(金） ぶっくん来館日(15:30～16:00)
※木曜日はプラ容器包装分別収集
※７月１８日（土）に予定しておりました「防災の日イベント」
は延期になりました。
※７月中に実施を予定しておりました「ふしの川クリーンキ
ャンペーン」は中止となりました。
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日参様と常夜燈当番

２

和田では日参様に参加する家々が、古くからの街道である古道に沿った上和田、下和田と石州街
道沿いの茶屋にかなり明瞭に分布していました。しかも上和田地区では吉森様（樫の木を神木とす
る森様）、下和田地区では荒神様、茶屋地区では地蔵様を祀り、年一回のお祭りを行っていること
がわかりました。現在では、こうした小地区での行事が残っているのは大変珍しいことです。和田
自治会は 39 戸で、このうち、3 地区での行事に参加しているのが 24 戸（各地区平均 8 戸）、更に
日参様に参加しているのが 12 戸となっています。日参様（12 戸・嘉永 6 年から） → 3 地区の行
事（24 戸・明治 13・15 年から） →
現在の自治会 39 戸は和田の大まかな戸数の変化を示して
いると思われます。
しかも、上和田と茶屋では常夜燈を設け、常夜燈をともすための当番札を回す行事が残っていま
した（下和田地区の荒神様は登りの山道が急なため常夜燈設置をあきらめた？）。
当番札は 2 枚とも縦 35、横 7.5cm 程度で、かなり傷んで字がかすれています。
◎ 上和田地区の吉森様の常夜燈順番札
表： 「義盛社常夜燈順番札」
裏「明治十三年庚辰十一月〇〇
和田村講中」
◎ 茶屋地区の順番札
表： 「山口 鴻嶺神社常夜燈順番札」
裏： 「先札明治十五年〇〇 明治廿六年八月朔日新調 吉敷郡矢原朝田村和田村中」
（なお和は禾の下に口を書くという独特の表現がされていました。鴻嶺神社は山口大神宮の
こと）
当番札は吉森様が明治 13 年から、茶屋では明治 15 年から回っていました。茶屋の常夜燈は「大
神宮常夜燈」と刻銘された立派なものです。茶屋では、一度お札がなくなったため明治 26 年に新
調したと書かれています。
常夜燈とはいいながら、火をともし続けるのは危険ですから、現在はお札が回ってくると一週
間程度の内にお参りに行き、ろうそくに火をつけて拝んだ後、火を消して帰ることになっている
そうです。また、2 つの地区で別々に回るはずのお札が 2 枚重ねて回るようになってしまってお
り、さらに文字が読みにくいこともあって、常夜燈と無関係の下和田地区にも回るなど自治会の
回覧版と同様な扱いになりつつあるそうです。共同体の伝統行
事も存続の危機を迎えつつあるのも現実です。
なお茶屋に山口大神宮の常夜燈が設けられた理由ははっきり
しません。大神宮の常夜燈はほぼ、明治以降の村単位に設けら
れているようですから、大
歳（当時は矢原朝田村）に
１ヶ所設けられたのが、和
田であったようです。
常夜燈は大切にされ遙
拝塔とも呼ばれたりもし
ています。
次号に続きます。
（大歳史談会、
文責：武波義明）
茶屋地区の常夜燈順番札。
右が表側で「山口鴻嶺神社常夜
燈順番札」と書かれている。

和田公会堂の側にある山口大神宮
の常夜燈

