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令和３年４月１日より

「大歳自治振興会」から「大歳まちづくり協議会」
に名称を変更いたします。引き続き、大歳のまちづくりに
ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
なお、事務局の住所、電話番号などに変更ありません。

サッカーを通じてスポーツの楽しさを知り、
多くの友達とたくましい身体づくりを目指し
ています！
【対象】
大歳地区在住の小学生
【日時】毎週月・火・木・金曜日
１６：３０～１８：３０
毎週土曜日
９：００～１２：００
１～４年生・・・月曜日・木曜日
５，６年生・・・火曜日・金曜日・土曜日
※４年生は土曜日もあり
【場所】大歳小グラウンド
【問い合わせ】大歳サッカースポーツ少年団
代表 石井 貫太郎
（℡ ０９０－３３７３－０２０９）

○着任者

剣道を通じて身体を鍛え、心も豊かになるよ
うな育成を目的として活動しています。
まずは見学にお越しください！ 防具は、原則
【対 象】
個人負担で
小・中学生まで（園児年長も可） すが、中古で
良ければ貸
【日 時】
日曜日 １７：００～１９：００ し出します。
月曜日 １７：３０～１９：００
水曜日 １７：３０～１９：３０
【場 所】大歳小学校体育館
【会費等】
入会費：1,000 円
年会費：小学生 月 1,200 円（3 か月毎徴収）
中学生 年 6,000 円
【問い合わせ】大歳剣友会 川副
（ＴＥＬ ０９０－８９９６－７３１０）

～令和３年４月からの体制～
所長
長谷川

洋

地域の皆様、よろしくお願い
いたします♪

行政窓口担当
児玉 清明、高田 康子、小田 早苗
岩本 康英
長谷川 洋
（農業委員会から）
（道路河川管理課から）

○離任者

地域担当
岩本

康英、久保田

勝士

地域の皆様、これまで 大歳まちづくり協議会
天賀 康介（防災危機管理課へ）
お世話になりました。 勝井 勝治、稲子田 朝美、原 伸枝、網屋 雅代
柳本 和芳（文化交流課へ）
藤井 郁子（大歳自治振興会を定年退職）

令和３年４月
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大歳ヨガ教室では、無理をすることなく、自
分のペースでヨガをしています。健康診断の数
値が良くなった、前向きな気持ちになってきた
等、うれしい声をいただいています。
いつでも初回体験無料です。人
生を楽しく、健康に歩まれたい
方、お気軽にお問合せください♪
活動日【毎週水曜日】
・１４：００～１５：００

シニアヨガ
（第２水曜日は休み）
・１５：３０～１７：００ ベーシック昼ヨガ
・１８：３０～２０：００ ベーシック夜ヨガ
(１９：００～の参加も OK)

Ｎｏ.１４５

大歳小学校６年生の生徒さんから、地域の
方への感謝の意を込めた、手作りコースター
のプレゼントをいただきました♪「感謝」と
いう習字も一緒に、センターロビーに設置し
たところ、あっという間に無くなってしまい
ました。
これからも、地域
みんなで子どもた
ちの見守りを続け
ましょう。
素敵なプレゼン
トを、ありがとうご
ざいました♪

大歳地区社協だより（令和３年３月１５日発
はつらつクラブでは、地域の皆さんが楽しく
行、第７８号）瑞宝単光章：坂本清様について、
正しくは以下のとおりです。
集まれる居場所になるように、月に１回集いを
×：山口市表彰 → 〇：令和２年度秋の叙勲 開催しています。気楽にご参加ください！
（内閣府）
訂正してお詫びを申し上げます。
【日 時】４月１７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
【内 容】年間計画しおり作り、折り紙
令和３年４月５日（月）に予定していた、セン
大人の塗り絵、脳トレクイズ
ター後援会および大歳体育振興会の総会は、新型 【参加費】１００円
コロナウイルスの感染拡大防止を考慮し、書面評
【持参品】色鉛筆 ※持っている人だけ。
決にて行うことといたします。
４月に入り次第、資料等送付いたしますので、 【問い合わせ】大人の居場所 代表 大窪
役員になられている方は、よろしくお願いいたし （ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）
ます。

「毎日を健康的に過ごしたい」、「趣味の幅を広げたい」とお考えの皆さん、登山を始めませ
んか？「市民登山教室の会」は、登山の知識や技術を学んで山登りの楽しさを実感しながら、自
然保護の重要性を理解してもらうことを目的としています。
【内
【会

容】日帰り登山を年４回程度実施
費】１，６００円（年間の通信費・資料代など）
※事故に備え、各登山時に別途、山岳共済保険
「一登山あたり４００円程度」に加入していただきます。
【申込先】ハガキに〒・住所・氏名・生年月日・携帯番号・血液型記入の上、
「市民登山教室の会」事務局（〒753-0821 山口市葵１－４－１４）まで。
【問い合わせ】「市民登山教室の会」事務局
０９０－９４６０－３３８１（阿部）まで
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Ｎｏ.１４５

04 月 18 日(日)(ま)大歳自治会長会総会（維新公園アリーナ視聴覚室）
04 月 18 日(日)(ま・社)大歳まちづくり協議会・大歳地区社会福祉協議会総会（維新公園アリーナ視聴覚室）
05 月 04 日(火・祝)(体)山口市成人式（市民会館）※令和２年度分
05 月 16 日(日)(体)第 64 回大歳地区分館対抗ソフトボール大会（椹野川運動公園）
05 月 22 日(土)

大歳小学校運動会（大歳小学校グラウンド）

05 月 30 日(日)(ま)健康づくり・絆・交流の輪グラウンドゴルフ大会(大歳小学校グラウンド)
06 月 13 日(日)(体)第 44 回大歳地区分館対抗バレーボール大会(スポーツ文化センターレクチャールーム)
06 月 27 日(日)(体)第 44 回大歳地区卓球大会（大歳小体育館）
07 月 00 日(土)(体)おおとし防災の日関連事業（大歳地域交流センター）
07 月 00 日(

)(ま)ふしの川水系クリーンキャンペーン

07 月 00 日(土)(自)夜間安全パトロール（大歳地区内）※夏休み期間中の土曜日
07 月 30 日(金)(ま)大歳地区花いっぱい運動花壇コンテスト審査日
08 月 07 日(土)(ま)第 35 回おおとし夏まつり

花いっぱい運動コンテスト

08 月 29 日(日)(ま)第 1 回大歳地区グラウンドゴルフ大会
09 月 04 日(土)(自)鴻南中学校体育祭（鴻南中学校グラウンド）
09 月 05 日(日)(自)第 15 回山口市民体育大会（維新公演陸上競技場ほか）
09 月 11 日(土)(ま)第 8 回交流列車おおとしまつり（大歳駅）
09 月 26 日(日)(社)大歳地区敬老祝賀会（山口県総合保健会館）
10 月 03 日(日)(ま)第 61 回大歳地区体育祭（大歳小グラウンド）
交通安全キャンペーンの様子

10 月 17 日(日)(ま)大歳地区一斉清掃（大歳地区内）
10 月 31 日(日)(体)第 44 回大歳地区バドミントン大会（鴻南中学校体育館）
11 月 07 日(日)(ま)第 45 回大歳まつり

11 月 17 日(水)(ま)健康づくり・絆・交流の輪囲碁･将棋大会（大歳地域交流センター）
11 月 28 日(日)(体)第 22 回大歳地区分館対抗ソフトバレーボール大会（大歳小学校体育館）
12 月 05 日(日)(体)第 36 回大歳体育振興会長杯争奪少年サッカー大会（維新公園ちょるる広場）
01 月 09 日(日)(体)山口市消防出初式（山口南総合センター）
01 月 09 日(日)(体)山口市成人式（市民会館）
01 月 16 日(日)(体)第 17 回山口市駅伝競走大会（きらら博記念公園）
毎年 7 月 21 日はおおとし防災の日（平成 23 年制定）
※行事日程は変更となる場合があります。予めご了承ください。

センター講座の様子

(体)…大歳体育振興会主催行事 (ま)…大歳まちづくり協議会主催行事 (社)…大歳地区社会福祉協議会主催行事

【大歳地区
１日(木)
02 日(金)
12 日(月)
14 日(水）
16 日(金）
16 日(金）

燃やせないごみの日
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
金属・小型家電製品の日
母子相談（10：00～11：00）
パソコン相談（10：00～12：00）
ぶっくん来館日（15：20～16：00）

17 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

の行事予定】
18 日(日) 大歳まちづくり協議会・自治会長会
消防後援会評議員会・大歳地区社協 総会
20 日(火) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
21 日(水) びん・缶の日
23 日(金) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
30 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

令和３年４月
大歳のエトセトラ
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大歳の伝説 その２ 吉森様
朝田川と河内川の合流点から、宰の神（奇妙なことに道祖神と書いて「さえのかみ」と訛る）の峠を越え、和田への出
口付近に吉森様はあります。大きな樫の古木が神木で祠と常夜灯が設置されています。集落の境界の守り神である
森様は、大歳に今もたくさん残っています。また山口県にはその地域の伝承を伝えた森様伝説を伴うものも多いので
すが、現在伝説を伴った森様は、大歳では、この和田の吉森様だけとなっています。
伝説では、吉森様は実は「よしもり」という人物をまつったもので、和田という地名も、この「よしもり」の姓からつけられ
たというのです。
さて、和田には、上和田地区で吉森様の常夜燈を、茶屋地区でお地蔵様の常夜燈（山口神宮の常夜燈と明記）の
守番を順番札を回して行うという慣習があり、その順番札を拝見することができました。字がかすれて大変読みにくい
札でしたが、表に「義盛社常夜燈順番札」裏に「明治十三年庚申十一月〇〇 和田村講中」と書いてありました。
順番札の義盛社は鎌倉幕府創建期の最重要人物の一人「和田義盛」を想起させます。もちろん和田という姓も義盛
という名前もどこにもあるもので、地域の事件を伝承として伝えるという森様伝説の性格からすれば、この和田を支配し
た和田義盛という人物を祀ったものと考えるのが通常ですが、和田氏なる氏族の存在は記録に残っていません。更に
「姓を地名にする」ことは一般にはありえません。中世に名乗られた姓は、足利、大内、黒川のように支配している地域
の地名に基づいているからです。一方、伝説では、その１に述べた福性太子が、寺に自分の名前をつけたなどという
ありえないことが頻繁に起こっており、それは逆に福性寺にちなんで福性太子という人物が創造されたことを推測させ
てくれます。和田義盛は地名にされても不思議ではない著名な人物で、かつ悲劇的最後を遂げたため伝説化しやす
いという条件を満たす人物だとすれば鎌倉初期の和田義盛とぴったり一致します。
和田義盛は鎌倉幕府の侍所の長官を務めた人物です。武勇には優れているが、一本気で政治的駆け引きに長け
た人ではなかったようです。頼朝がなくなり、息子たち（二代頼家、三代実朝）の代になると家臣団を巻き込む権力争
いが顕在化し、承久の乱まで続きます。有力な家臣が次々、謀反の名で誅殺され、権力が北条氏に集中していく過
程で和田義盛も無念の死を遂げます（和田の乱）。
では、なぜ鎌倉の地から遠く離れた和田の地に和田義盛を祀る吉森様があるのでしょうか。嘉永６年に始まった山口
大神宮の「日参様」講は集落の半数しか組織していません。この状況を改善しようと新たに明治 10 年代に集落を 3 つ
に分け、常夜灯の守を中心行事とした講が組織されますが、この時に「義盛社」と表記され、和田義盛を祀る社という
伝説が確定したと思われます（順番札）。中々の知恵者の存在が伺えます。 （大歳史談会、文責：武波義明）

順番札 左側が表

吉森様

手前が常夜灯

