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大歳地域交流センター後援会から、成人される皆様に、成人式に関連する写真を基にポスターカレンダーを作成し、
贈呈いたします。希望する方は、以下の要領で、申込（写真の送信など）をしてください 。
【対象者】平成１２年４月２日～平成１３年４月１日に生まれた方
（令和３年５月４日（火・祝）に成人式を迎えられる方）
【申込方法】
成人式（R3.5.4 開催分）での写真（１枚）のデータを大歳地域交流セ
ンター後援会の公式アカウント（ID:@060txsix）宛に送信してくださ
い。
※本文には、対象者の①氏名②住所③連絡先（日中連絡のつく電話番
号）④生年月日を入力してください。
【申込期間】令和３年５月６日（木）～ 令和３年５月１４日（金）
【受け渡し】準備が整い次第、事務局より通知いたしますので、通知を
受け取られたら、センターまでお越しください。
【費用負担】大歳地域交流センター後援会から、無料で贈呈いたします。
【問い合わせ先】大歳地域交流センター後援会
事務局（TEL:083-922-4035）

私たち大歳バレースポーツ少年団は、“あいさつと返事”
“整理・整頓”“感謝・思いやり”の気持ちを大切にし
て、バレーボールを楽しみながらも、助け合う心や頑

張る力を身に付けます。
【対 象】
バレーボールに興味のある子、体力をつけたい子、新
１年生～新５年生の男女大歓迎です！！
【場 所】大歳小学校体育館
【練習日】
火・金・・・１６：３０～１９：３０
土曜日・・・８：３０～１２：３０
【団 費】
１，０００円／月
【受 付】
まずは練習の様子を見学しに来てくださいね♪
見学をご希望の方は、練習日の時間に保護者同伴でお
越しください。電話でも受け付けています。
ご不明な点等ありましたら、下記連絡先へお電話くだ
さい。
【連絡先】
保護者代表 松本（０９０－９５０３－５０６９）
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【その他】
※写真は前撮りの写真でも構いません。
※記念品の申し込みや受け取りは、ご家
族などでも構いません。
※記念品は、お１人につき、１つとさせ
ていただきます。

日ごろの運動不足に心当たりはありませんか？生活の
中で無理なく歩数アップできるよう支援します！
【対象者】市内に在住・在勤・通学する１８歳以上で、
新規参加の方。
【内 容】①目標の歩数や、時間を決める。
②歩数アップにチャレンジする。
③毎月、歩数や歩いた時間を記入した記録
用紙を提出する。
【期 間】令和３年６月１日（火）
～令和３年８月３１日（火）
【参加費】無料（※記録紙郵送料は実費負担）
【申 込】５月３１日（月）までに、申込書に必要事
項を記入し、各保健センターまたは各地域
交流センターの窓口まで持参又は、郵送・
FAX・メール・電話で申し込み。
３か月間、連続で取り組み、記録表を提出した方に、
図書カード（５００円分）を進呈します！
【問い合わせ】
山口市保健センター（健康増進課）
ＴＥＬ：０８３－９２１－２６６６
E-Mail：kenko@city.yamaguchi.lg.jp

令和３年５月

大歳交流センターだより

Ｎｏ.１４６

令和３年４月１９日（月）に、朝田神社にて戦役者慰霊祭
と春祭りが行われました。
快晴の中、忠魂碑の前で戦役者の方々へお祈りを捧げた
後、社殿の中で春祭りを執り行いました。
明治維新以降の国内外の戦役
で亡くなられた方々に感謝と
地域の安寧をお祈りしました。

地域の発展
と五穀豊穣、
感染症の早
期収束を祈
念しました。
藤の花もきれいに咲いていました♪

境内にある忠魂碑

子ども達が未来に夢や希望、自分を信じる力を持てるよ
絵本に関心を持ち始める時期の乳幼児とその保
う、子どもの自立心・向上心を伸ばすための親子のかかわ
護者を対象に、絵本を無料で贈呈し、絵本を通して
り方をコーチングの視点から学びましょう。

【日

時】令和３年５月２５日（火）
１０：００～１２：００
【場 所】吉敷地域交流センター
【講 師】河村 大輔 氏
【対 象】小中学生の保護者 ３０人程度
【託 児】有ります（要申し込み）
【持参品】筆記用具
【申込受付】令和３年４月６日（火）～５月７日（金）
【お申込み・問い合わせ】
①山口市ウェブサイト
→ → → →
②電話（社会教育課０８３－９３４－２８６６）
※お申し込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は
ご連絡いたします。

親子の絆を強めることができる｢ブックスタート体
験会｣を開催します。ぜひ御参加ください。

【日 時】
令和３年６月４日（金）
１０：００～１２：００
１４：００～１６：００

【場 所】
大歳地域交流センター
【対 象】

和室

令和２年１０月１日～令和３年１月３１日
の間に生まれた乳児とその保護者

【問い合わせ】
山口市立図書館（TEL:０８３－９０１－１０４０）

今回は、日赤山口県支部の方をお呼びし、防災に
ついて講義していただきます。いざという時の為
に、一緒に考えてみませんか？

グラウンドゴルフを通して身体を動かしつつ、地
域交流を深めて、体も心も健康になりましょう！

【日

【日

時】令和３年５月１２日（水）
１０：００～１１：３０（受付は９：３０～）
【場 所】大歳地域交流センター 和室
【対 象】乳幼児を持つ保護者
【講 師】日赤山口県支部 職員
【定 員】８組
【申込先】大歳地域交流センター 地域担当
（TEL:０８３－９２２－４０３５)
※令和３年５月６日（木）から申込受付開始

【場
【対
【締

時】令和３年５月３０日（日）
８：３０～（※集合時間８：００）
所】大歳小学校グラウンド
象】概ね６０歳以上の方
切】令和３年５月１４日（金）

※９月の山口市民体育大会の選手選考を兼ねる。
※用具のない方はお貸しします。

【申し込み・問い合わせ】
大歳まちづくり協議会 事務局
（TEL:０８３－９２０－１７００）
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大歳地区の絶好のホタル観賞スポット、ご存じですか？山口昆虫楽会の角田正明先生をお迎え
し、ホタルの生態を学んだあと、馬庭地区のホタルを家族でご鑑賞いただきます。
皆様ぜひご参加ください♪
【日

時】令和３年６月５日（土）
１８：４５～２１：００≪各自現地解散≫
小学生以下のお子様には、
【集合場所】大歳地域交流センター ２階講堂
カブトムシの幼虫のプレ
【対 象】大歳地区在住の、小学生以上のお子様がいらっしゃるご家族
【参加費】無料
ゼントもありますよ♪
【持参品】懐中電灯、レジャーシート（家族が座れる大きさ、コロナ対策の為）
【グループ】
★A 班★
★B 班★
18:45 大歳地域交流センター 集合
19:15 大歳地域交流センター 集合
各班４家族
19:00 ホタル講座（約 20 分）
19:30 ホタル講座（約 20 分）
19:30～ホタル観賞
20:00～ホタル観賞
※交流センターから現地まで（約１０分）は、家族単位で自家用車での移動となります。

【お申し込み方法】
ご希望の班と参加人数を、大歳まちづくり協議会（事務局 TEL：083-920-1700）まで。
※申込期間：５月６日（木）～１４日（金）なお、先着順とし、定員になり次第締切といたします。
※雨天の場合もホタル講座は開催します（ホタル観賞はご家族で判断いただきます。）
●開催当日の問い合わせ・ご連絡 → ０８０－８２３０－８６３９（子ども部会 金子）

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、令
５月は大きな紙や段ボールに絵を描いたりシールを
和３年５月１５日（土）に予定していた大人の居場所
貼ったりして、みんなで巨大アートを作りませんか？！
は、中止といたします。
親子で、汚れてもよい服装でお越しくださいね♪
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
【日 時】令和３年５月２１日（金）
１０：００～
【場

所】大歳地域交流センター

講堂

令和３年５月１６日（日）に予定していた第６４ 【対 象】未就園児の親子 １０組
回地区分館対抗ソフトボール大会は、新型コロナウ 【持ち物】クレヨンや水性マーカー等、
イルスの感染拡大の影響から、１０月以降の開催を
お絵描きのできるもの、飲み物
目途に延期することといたします。
【問い合わせ】太陽クラブ（竹中）
楽しみにされていらした方には、大変申し訳ござ
（TEL ０９０－７１３６－８３０５）
いませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
※申し込み期間：５月６日（10:00）～５月１４日

【大歳地区５月の行事予定】
４日（火・祝） 山口市成人式（令和２年度分）

２１日(金) 子育て支援サークル 太陽クラブ（10:00～）

６日(木) 燃やせないごみの日

２２日（土） 大歳小学校運動会

１２日(水) 母推さん子育て応援講座（１０：００～１１：３０）

2４日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

１４日（金）ぶっくん来館日(15：20～16：00)

２７日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）

1７日(月) 金属・小型家電製品の日

２８日（金） ぶっくん来館日(15：20～16：00)

１９日(水) びん・缶の日

３０日(日） 健康づくり・絆・交流の輪グラウンドゴルフ大会

２１日(金） パソコン相談（10：00～12：30）

※木曜日はプラ容器包装分別収集
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大歳の伝説 その３ 佐用姫様（朝田神社）
朝田神社の拝殿横に佐用姫を祀った小さな祠があります。女性の願いを叶える神様として知られる佐用姫
伝説とはどんなものだったのでしょう。
けいたい

６世紀の日本は闇の中と言われます。とりわけ越前から出て皇位についた継体天皇の即位は王朝交代に等
しいもので、この時期の記述は朝鮮の歴史書である「百済本紀」に書かれていなければウソと思った方が良
いと歴史家がいうほど脚色に満ちています。
おおとものさてひこ

せんか

宣化（継体の子）３（53２？）年、任那・百済を救うため、肥前松浦（唐津付近）で出港を待っていた大伴挟手彦
ひ れ

と豪族の娘・佐用姫の恋と悲しい別れ（朝鮮へ向かう狭手彦を領巾（肩から垂らす飾り布）を振りながら見
送り、ついに石になった）を伝えたものです。彼は無事に遠征を終え帰還するはずなのに、なぜ佐用姫はそ
れを待たず石になったか、納得のいかない伝説でもあります。もっとも石になるという伝説が主流となるの
は伝説を歴史的事実と無関係に脚色することが一般的となった鎌倉・室町期と言われますが。
おおとものかなむら

継体天皇の時代に権力の中枢にいた 大 伴 金 村 の命令で近江毛野が数万の軍を率いて新羅を討つため朝鮮
いわ い

に渡った後、新羅と連合した磐井の乱（527 年頃

九州での反乱）のため帰国できなくなったという事件が

伝説形成に反映されているのかもしれません。後に大伴金村は朝鮮政策の失敗を追及され失脚・引退し、軍
事氏族としての大伴氏は歴史の表舞台から姿を消します（後の大伴家持が本業の軍事ではなく、流麗な歌人
として名を残したのは皮肉ですが）。
この金村の三男が狭手彦です。彼に実像ではなく、還れぬと知りつつ遠征に旅立つヤマトタケル的な英雄
的資質と没落していく青年貴族の悲劇的運命が投影され、佐用姫にタケルの妻のように夫のために身を捨て
る悲しい定めが投影されて生まれたのが佐用姫伝説なのかもしれません。年を経るごとに不利となっていく
朝鮮への出兵は兵士たちに帰れぬ戦の思いを強め、出兵のための重税への不満が伝説の悲劇的色彩を強めた
と思われます。
ところで、いつ、何ゆえ大歳に佐用姫が勧請されたのでしょう。明治初年頃、長富へえだ（兵太か？）が
「婦人病」にならない効用があるとして佐用姫様を勧請し、正八幡宮に祀つったと言われます。この効能に
かかわる話は伝説が生まれた肥前・松浦の鏡山や唐津，呼子などで聞く
ことはほとんどありません。ただ伝説が崇拝の対象となり、女性の願い
を叶えるご利益があると喧伝されるようになると、それぞれの地域に特
有な願い（例えば、遊郭の女性たち）を叶
えてくれる伝説と化していきます。正八幡
宮の佐用姫様もそうした特徴を備えた信
仰対象であったようです。7 社併合の際に
は、朝田神社に併祀されず、個人宅の庭に
祀られました。それが逆にそうした信仰を
必要とする人々が簡単におまいりできる
ことにもなったようです。今は、朝田神社
の一隅で、婦人病にかぎらず、多くの女性
の願いを叶える神として信仰されていま
朝田神社拝殿横に設置され
唐津市鏡山山頂にある佐用姫像

た佐用姫を祀った小さな祠

す。
（大歳史談会、文責：武波義明）

