
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

   

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№１３７ 

令和２年 

TEL 922-4035 FAX 922-4036 

（行政窓口）  TEL 922-2461 

人 口 13,972 世帯数 6,786  

令和２年 7 月 1 日現在 

 

８月号 

 

発行 大歳地域交流センター 

開館時間 8 時 30 分～17 時 15 分  

 

 

１．目 的 子どもたちの運動不足解消の機会を提供するために、ミニスポーツフェスタを開催します。 

幼児からだれでも参加できます。チームを作って運動しませんか？ 

また、プログラム作りや運営を子どもたちで行いますので、運営スタッフも募集しています。 

２．期 日 令和２年９月２１日（月・祝）１０：００～１４：００ 

３．場 所 大歳小学校体育館 

４．対 象 幼児（親子で参加も可）・小学生 先着１００名 

５．主 催 大歳ジュニアスポーツクラブ 

６．後 援 スポーツ庁・日本スポーツ協会・山口県体育協会 

７．内 容  〇ACP（アクティブ・チャイルド・プログラム）の実施 

〇ミニスポーツフェスタ 

８．参加費 無料（ただし、弁当を希望する場合は １人５００円） 

【スタッフ研修会】 

中学生、小学校高学年がスタッフとして種目等を決めますので、該当する方はご参加ください。 

期 日：９月６日（日）１０：００～１５：００、大歳地域交流センター 

 持参物：運動しやすい服、飲み物、体育館シューズ（※お弁当は用意します） 

【問い合わせ】大歳ジュニアスポーツクラブ 代表 和田康夫（０９０－４５７１－６９１５） 
※チラシ・参加申込書は大歳地域交流センターにあります。 

８月の太陽クラブはミニキャンプ♪みんなで水遊

びをした後、カレーを食べましょう！ 

ぜひご参加ください♪ 

日 時：８月２８日（金） 

１０：００～１３：００ 

内 容：水遊び＆水鉄砲遊び 

場 所：大歳地域交流センター  

（１階講座室にて受付） 

持ち物：カレー用のお皿、スプーン（親子それぞ

れ分）、水着（おむつの子は水遊びパン

ツ）、タオル、レジャーシート、飲み物、

着替え 

参加費：１家族１００円 

定 員：未就園児の親子１０組程度 

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。 

７／１６（木）山口総合支援学校の皆さんが、手

作りマスクのプレゼントをしてくれました♪ 

大歳地域交流センターのロビーに設置をしたとこ

ろ、３日間で配布終了。大人気でした！ 

地域の方々も、とても喜んでおられましたよ。 

本当にありがとうございました♪ 

 

 

贈呈式の様子 

 

配布コーナー 

 

お名前：大恵 美桜さん 

題名：サカナくん 

水鉄砲は地域の方の
手作りです！ 
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おまたせしました。大歳地域交流センターの図書館に新図書が入りました♪ 

ぜひ足を運んでいただき、手に取ってみてくださいね。 

貸し出しもできますので、地域担当窓口まで気軽にお声がけください♪ 

また、リクエストボックスを設置していますので、読んでみたい本、あったらいいなと

いう本があれば教えてください。   

流人道中記 上 浅田次郎 

流人道中期 下 浅田次郎 

逆ソクラテス 伊坂幸太郎 

大河の一滴 五木寛之 

派遣添乗員ヘトヘト日記 梅村達 

交通誘導員ヨレヨレ日記  柏耕一 

罪人の選択 貴志祐介 

はい、さようなら 瀬戸内寂聴 

長生きしたいわけではないけれど 曾野綾子 

黒暗森林 三体 上 劉慈欣 

黒暗森林 三体 下 劉慈欣 

人は、なぜ他人を許せないのか？ 中野信子 

証言 ノムさんの人間学 古田敦也 他 

山岳遭難の傷跡 羽根田治 

クスノキの番人 東野圭吾 

猫君 畠中恵 

ワイルドサイドをほっつき歩け ブレイディみかこ 

妖の掟 誉田哲也 

持続可能な魂の利用 松田青子 

カケラ 湊かなえ 

猫を棄てる  村上春樹 

死にがいを求めて生きているの 朝井リョウ 

流浪の月 凪良ゆう 

夏の騎士 百田尚樹 

人間 又吉直樹 

あやかし草紙 宮部みゆき 

僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 

一切なりゆき 樹木希林 

焦眉 今野敏 

暴虎の牙 柚月裕子 

アニマル・ワークス 渦汰表（ｶﾀﾘｽﾄ） 

おもてなし 2051 カワカミ・ヨウコ 

世界一美味しい手抜きご飯  はらぺこグリズリー 

最速！やる気のいらない 100 のレシピ  

バズレシピ（悪魔のリュウジ式レシピ） リュウジ 

 

ジュニア空想科学読本⑮～⑲ 

ゴミの島のサバイバル 

飛行機のサバイバル①～② 

どっちが強い⁉ 動物オリンピック編 

どっちが強い⁉ ｸﾛｱﾅｸﾞﾏ vs ﾐﾂｱﾅｸﾞﾏ 

どっちが強い⁉ ｿﾞｳｱｻﾞﾗｼ vs ﾎｯｷｮｸｸﾞﾏ 

どっちが強い⁉X（ｴｯｸｽ）①  

ダビンチ博士をすくえ！ 

どっちが強い⁉X（ｴｯｸｽ）②  

謎の地底猿人を追え！ 

恐怖コレクタ―⑫ 罠だらけの願い 

恐怖コレクタ―⑬ １３日の金曜日 

恐怖コレクタ―⑭ 集められた呪い 

絶叫学級 むしばまれた家編 

絶叫学級 黄泉の誕生編 

絶叫学級 還り道のない旅編 

絶望鬼ごっこ あやつられた地獄中学校 

絶望鬼ごっこ とらわれの地獄村 

絶望鬼ごっこ 開かれし鬼の門 

ラストサバイバル 
その手をはなすな！サバイバルペア 
ラストサバイバル 
チームで勝ち抜け！サバイバルウォーター 
ラストサバイバル残酷な白い少年の話！  
運命のサバイバルさいころ 

ドラえもん科学ワールド ロボットの世界 

ドラえもん科学ワールド からだと生命の不思議 

ドラえもん科学ワールド 人類進化の不思議 

ドラえもん社会ワールド 日本の地理とくらし 

ドラえもん社会ワールド 日本の歴史 

ドラえもん社会ワールド 経済がよくわかる 

ドラえもん探求ワールド ネコの不思議 

ドラえもん探求ワールド 日本語のひみつ 

青鬼 怪魚のねむる水族館 

いじめ 女王のいる教室 

おいでよ！花まる寮！ 

２分の 1 の魔法 

小説 弱虫ペダル①～③ 
鬼滅の刃 ノベライズ 炭治郎と禰豆子 
運命のはじまり編 
ラストで君は「まさか！」と言う⑩  
真夜中の動物園 
ラストで君は「まさか！」と言う⑪  
涙の宝石 
ラストで君は「まさか！」と言う⑫  
春の物語 

 

 
大 人 図 書 

 
 

子ども図書 
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2 日(日) ロボットプログラミング講座(10:00～11:30) 

3 日(月) 燃やせないごみの日 

8 日(土) みんな元気！ラジオ体操！(7:30～8:30) 

10 日(月) レノファ体操＆熱中症予防講座(10:00～11:30) 

12 日(水） 母子相談（10：00～11：00） 

14 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00） 

21 日(金） パソコン相談（10：00～12：00） 

23日(日)7ペットボトル風力自動車作り講座(10:00～11:30) 

 

27 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①） 

28 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00） 

28 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00） 

31 日(月) 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 

※８月の大人の居場所は、お盆期間の為 

おお休みさせていただきます。 

 

 
【大歳地区８月の行事予定】 

 

なるほど！ 

これならできる！ 

「また出しっぱなし！」ちらかった部屋にイライラしてしまうことはありませんか？ 

子どもが自身で身の回りを整理整頓するためには、仕組みづくりが大切です。 

わが家に合った方法を親子で話しながら探っていきましょう。 

日  時 令和２年８月２９日（土）１０：００～１２：００ 

場  所 吉敷地域交流センター（山口市吉敷佐畑１丁目４－１） 

対  象 小学生とその保護者（１５組程度） 

持 ち 物 紙袋（１人１枚、サイズ自由）、はさみ、筆記用具 

料  金 無 料 

託  児 な し 

受付期間 ７月１４日（火）～８月１４日（金） 

 

片づけの一歩を踏み出

し、成功するためのセミ

ナーを中心に講師活動を

おこなう。 

整理収納アドバイザー

１級／住宅収納スペシャ

リスト／2019 年第２１

回セミナーコンテスト福

岡大会優勝 

 

整理収納アドバイザー 

天野 貴美栄 氏 

 

 
講師紹介 

 

【お申込み・お問い合わせ】 
下記までお電話もしくは市ウェブサイトの申込用メールフォームにて 
【山口市教育委員会 社会教育課(☎083-934-2866)】 
 

  

日 時：８月２３日（日）１０：００～ 
場 所：大歳地域交流センター講堂 
定 員：１５名（小学生） 
持参物：特になし 
参加費：２００円（材料費） 

 

日 時：８月１０日（月・祝）１０：００～ 
場 所：大歳小学校体育館 
定 員：３０名 
持ち物：飲み物、汗拭きタオル 
参加費：無料 

 

ペットボトルで風力自動車作り 

 

みんなでレノファ体操！ 

 皆さんご存じ、レノファ山口が大歳にやってきます！ 

おうち時間が多くなった今日この頃、みんなで元気に

体操をして運動不足を解消しませんか？ 

あわせて、夏を乗り切るための「熱中症予防講座」も

あります。子どもから大人、高齢者の方まで、ぜひご

参加ください！ 

 

地球温暖化が進む今、大切な自然環境を守るため

に求められていることって何だろう？ 

新しいエネルギーとして“風の力”が注目されて

います！ 

工作体験をとおして、地球を守るために何ができ

るか考えてみよう！ 

レノファ防災グッズをプレゼント！ 
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大歳のエトセトラ ８０ 

日参様と常夜燈当番 ３  
常夜燈当番札で一番注目されるのは、吉森様が「義盛社」と表記されていることです。しかも吉森様は実は義

盛という人物を祀る仮の名で、和田の地名も彼にちなんでつけられたという伝承が残されています。 

想像をたくましくすると次のような物語が想定されます。和田義盛とは頼朝に仕えて鎌倉幕府創立に尽力した

和田義盛と考えられます。再来年の NHKの大河ドラマ「鎌倉殿の 13人」で登場するはずです。義盛は北条氏と対

立し建暦 3（1213）年の和田合戦で滅ぼされます。この時、義盛の本家にあたる三浦氏は加担を約束しながら、直

前で北条氏に寝返りますが、宝治合戦（宝治元（1247）年）で三浦氏も滅ぼされ、北条得宗家が執権職を独占す

る体制が完成します。 

和田合戦の際に大きな力を発揮したのが大江広元で、鎌倉の一大事とかけつけた関東武士たちが、ことの成り

行きがわからず去就に迷っていた時、彼らを説得し、北条に味方させたといわれます。大江広元が毛利氏の祖先

ですから、毛利氏が支配するようになった和田で公然と「義盛」を祀ることをはばかり、森様に吉をつけ「吉森

様」としてひそかに祀ったのでしょう。ただし、遠い周防の地に和田一族が逃れて来たと考えるのは不自然です。

そこで考えられるのは仁保の地頭・平子氏（仁保氏や吉田氏となる）です。平子氏は三浦氏の一族で、三浦本家

の裏切りをにくみ、ひそかに同族として和田氏を匿ったと想定すればどうでしょう。これが、歴史的事実なのか、

私と同様の想定作業を行った人々が生み出したお話なのかの確認はもはや困難ですが、吉森様と義盛社の関係は、

こうした事実を背景に誕生していることだけは確かです。 

このお札が作られた明治 13 年は西南戦争など士族反乱の時代が終わり「文明開化」の大波が地域に広がる時代

です。文明開化とは資本主義に適合した社会への変化で、欧米の文物が急速に庶民生活に流れ込んできた時代で

す。しかし、庶民には「共同体規制の解体」が進み、お互いに助け合って労働や生活を行う習慣が衰え「没落へ

の恐怖」に襲われた時代でもありました。「自由」の実現をめざして自由民権運動が全国に広がりますが、実現

した自由は「経済活動の自由＝没落の自由」だけだったという日本の歴史の現実を考えれば、没落の自由に抗し

て、古き良き時代を守ろうという願いが共同社会を突き動かした可能性は否定できません。そこで、和田という

地名と吉森様という信仰を結び付けて、義盛社を新たにつくりだし、共同社会の再結束をはかろうとしたと考え

ることも可能です。 

ともあれ義盛伝説を

生み出す力を和田の共

同体が内在させていた

こと、またその力が日

参様や地区単位のお祭

りや常夜燈当番など何

層もの行事を地域の共

同事業として組み立て

てきたことは注目に値

します。それは近世・

近代日本の農村社会の

構造を知る上でも大変

重要なことではないで

しょうか。 

（大歳史談会、 

文責：武波義明） 
上和田地区の吉森（義盛）様と燈籠 

上和田地区の常夜燈順番札、 

左が表側で「義盛社常夜燈順番札」と記載 


