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みんなおいでよ！

◇今年も新型コロナウイルスの感染予防の為、宿泊は行いません。

ぶちええ広場！

◇実施日の前２週間に県外に出られた方、県外の方と接触された方

サンマプレゼント大作戦
※三間（時間、空間、仲間）

は参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。
◇当日発熱されている方は参加できません。
※その他、三密にご注意いただくなど、感染拡大防止にご協力お願

いいたします。
時：８月２１日（土）
１４：００～２１：００
場 所：朝田神社
内 容：レクリエーション、BBQ、花火大会など
参加費：大人（中学生以上）３００円
子ども（小学生）２００円
幼児 無料
【申し込み（締め切り：８月１６日（月）まで）】

日

タイムスケジュールなど、
詳しい内容については
大歳地域交流センターに
置いてあるチラシをご覧
ください♪

・子ども会の方→地子連:田中（TEL:090-5699-5608）
・子ども会以外の方→くすの木母親クラブ:宮成（携帯:090-6842-1458、FAX:083-924-2261）
上記連絡先まで、①お名前②年齢（学年）③緊急時連絡先をお願いいたします。

現在、新型コロナウイルス感染症対策としてワクチン接種が進んでおりますが、
引き続き予断を許さない状況です。つきましては、令和３年度敬老行事を以下のよ
うに、変更して行うことといたします。ご理解とご協力の程、よろしくお願いいた
します。

≪縮小型『敬老祝賀会』の開催≫
日 時：９月２６日（日） １０：３０～１１：３０
場 所：山口県総合保健会館
対象者：下記の記念寿の方のみ
８０歳（傘寿）、９０歳（卒寿）
９９歳（白寿）の方々
内 容：祝賀式典（記念品贈呈）、
お楽しみ会（昭和歌謡ショー）
※対象の方へは、後日ご案内いたします。
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新型コロナウイルス感染症の影響下にお
ける「令和３年度山口市民体育大会」の開
催可否につきまして、各地域及び競技団体
からの御意見等を参考に、大会参加者の安
全安心の確保を踏まえて様々な検討を行っ
た結果、総合的な判断から中止することと
いたしました。
大会中止は苦渋の決断でしたが、昨今の
社会情勢を鑑み、何卒御理解賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。
【問い合わせ】
市スポーツ交流課
TEL：083-934-2875
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新型コロナウイルス感染拡大の影響
により、９月１１日に大歳駅で開催を予
定していた『交流列車おおとしまつり』
は昨年に引き続き中止といたします。
楽しみにされていた皆様には大変申
し訳なく思いますが、新型コロナウイル
ス感染拡大の防止にご理解を賜ります
ようお願い申し上げます。
【お問い合わせ】
交流列車おおとしまつり運営委員会
事務局（TEL:０８３－９２０－１７００）

山口総合支援学校の皆さんと一緒に植えた花壇（セン
ター駐車場）を『にじかだん』と命名！生徒の皆さん
が看板を作成・設置してくださいました♪
大歳まちづくり協議会の花壇コンテストにも応募し
ており、水やり・手入れ、気合入ってます！

この夏の思い出に、みんなで縁日ごっ
楽しく笑いあり・感動ありの『ビデオ
鑑賞会』、みんなで元気に『山口弁ラジ こをして楽しみませんか？
ぜひご参加くださいね！
オ体操』をします。みなさんぜひ気軽に
日 時：８月２０日（金）
ご参加くださいね♪
１０：００～１３：００
場 所：大歳地域交流センター 講座室
日 時：８月２１日（土）
持参物：飲み物
１３：３０～１５：３０
参加費：無料
場 所：大歳地域交流センター 講堂
対 象：未就園児の親子（１０組程度）
内 容：ビデオ鑑賞&山口弁ラジオ体操 申込期間：８月９日（月）１０時
参加費：１００円
～８月１３日（金）
申し込み：太陽クラブ 竹中
問い合わせ：
（ＴＥＬ０９０－７１３６－８３０５）
大人の居場所 代表 大窪
※未就園児ではない兄姉も一緒に参加
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）
する場合はおしらせください。

令和３年８月

大歳交流センターだより

Ｎｏ.１４９

山口市鴻南地域包括支援センターをご存じですか？ ★高齢になると、どうしても今まで
★こんな時は、お気軽にご相談ください！★
感じなかった悩みや不安、疑問が出
手すりを

退院後の生活

つけたい

が心配

てきます。
「どうしたらいいの？」
「どこに聞いたらいいの？」
困った時は、迷わずご相談ください。

健康づくりの
活動を

足腰が

してみたい

弱った

場所：山口市黒川3363 番地
（山口あかり園内）

介護サービスに
近所の人が
最近閉じこもりで
心配

開館時間：月～金 8:30～18:00 ★大歳地区★
土
8:30～17:15 藤田・大野

ついて知りたい
一人暮らしが

電話：０８３－９３４－３３３３

不安

が担当します

子どもが幸せな人生を送るために大切なこと。
「命の大切さ」「生きることのすばらしさ」「自分も相手も大切にする気持ち」
あなたはどうやって伝えていますか？
日

時：９月２２日（水）
１０：００～１２：００
場 所：仁保地域交流センター
対象者：小中学生の保護者 ３０人程度
講 師：江藤 美知子 氏（助産師）
持ち物：筆記用具
家庭教育応援サイト
申し込み方法：
江藤 美知子 先生
①サイト内の申し込み用メールフォームにて
【お問い合わせ先】
②電話（☏ 083-934-2866）にて
申し込み期間：令和３年８月５日～９月３日
※申込多数の場合は、抽選で受講者を決定いたします。

【大歳地区
02 日(月) 燃やせないごみの日

02 日(月)
04 日(水)
06 日(金)
09 日(月)
16 日(月)
16 日(月)
18 日(水)
20 日(金)
20 日(金)

お花づくり（9:00～12:00）
母子相談（9:00～12:00）
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
お花づくり（9:00～12:00）
お花づくり（9:00～12:00）
金属・小型家電製品の日
びん・缶の日
パソコン相談(10:00～12:00)
子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

山口市教育委員会 社会教育課
（☏083-934-2866）

の行事予定】
20 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）
21 日(土） ぶちええ広場「ミニキャンプ」(14:00～21:00)
21 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）
23 日(月) お花づくり（9:00～12:00）
26 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
29 日(日)０第１回大歳地区グランドゴルフ大会(10:00～）
30 日(月) お花づくり（9:00～12:00）
30 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
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黒川鍋寿丸 Ⅰ ～宗像鍋寿丸～
なべ す まる

黒川郷（現在の岩富周辺）で生まれた黒川鍋寿丸が７才になる年の天文 20（1551）年 9 月 1 日に、家臣
たいねい

陶晴賢に謀反を起された 31 代当主大内義隆は、敗走先の長門深川の大寧寺で自刃します。謀反の 1 ヶ月前
たか さき

に山口に赴いていた黒川隆像（79 代宗像大社宮司、宗像氏男）はこの時、殉死しています。黒川鍋寿丸は、
たかひさ

殉死した黒川隆像の伯父の黒川隆 尚（78 代宗像大社宮司、宗像正氏）と陶晴賢の姪照葉の子で、２才ちがい
の妹色姫がいました。黒川隆尚は大内義隆父の 30 代当主大内義興に従い、宮司職を宗像氏男（黒川隆像）に
譲り、山口に赴きましたが、国許には正妻の山田局と長女菊姫がいました。そして、79 代宗像大社宮司の宗
像氏男（黒川隆像）も、大内義隆の命で宮司職を宗像宗繁 （註１）に譲って、山口に単身で赴任し、妻の菊姫（宗
像正氏の娘）が国許にいました。大内氏は、24 代当主大内弘世の娘が宗像氏重（56 代宗像大社宮司）に嫁
いで以来、婚姻関係がはじまり、宗像大社の家督に介入し、主従関係を築いています。陶晴賢にとっても、
筑前国の有力領主宗像氏を掌握することは、大内氏の筑前国支配を継承する上で重要なことでした。陶晴賢
は、大内義隆や黒川隆像が自害をした後、まもなく、黒川鍋寿丸を宗像に入国させようとしますが、宗像氏
内部で家督争いが起こります。家督争いは、陶晴賢が推す黒川鍋寿丸派が反対派を抑えて、天文 20（1551）
年 9 月 12 日に、黒川鍋寿丸は、母照葉や妹色姫と共に宗像大社に入部します。また、翌年の天文 22（1553）
年の３月に陶晴賢が望んでいた豊後国大友晴英 (註３) が山口に赴任し、大内家当主にしていますが、此のころ
宗像大社内で悲惨な事件が起きます。宗像大社内は、宗像鍋寿丸が宮司職に補任された以降も、反宗像鍋寿
丸派の黒川隆像弟の千代松丸や妻菊姫を支持する勢力がいましたが、天文 21（1552）年３月 21 日に陶晴賢
の命を受けた家臣により、黒川隆尚の正妻・山田局と黒川隆像の妻・菊姫（隆尚の娘）や四人の侍女が惨殺
されます

(註４）。そして、天文２１（１５５２）年９月に、黒川鍋寿丸は宗像鍋寿丸 (註２ )に改姓しますが、そ
うじつぐ

の後の天文 22（1553）年の 12 月には黒川鍋寿丸派にとって、最後の妨げになる黒川隆像の父・宗像氏続(註
５)

が殺され、また弟の千代松丸も天文 23（1554）年に殺されます。（次回につづきます）
（大歳史談会、文責：白上茂樹）

宗像氏略系図
7７代

※氏続
※山田局（正妻）

７９代

黒川隆像 ※千代松丸（弟）
（宗像氏男）
＝

＝

数字は宮司在代数、※印は殺害された人

黒川隆尚
（宗像正氏）

８０代
菊姫

７６・７８代
＝
照葉（側室）

黒川鍋寿丸
色姫（妹）
（宗像鍋寿丸）

（註１）宗像大社の分家。人物、宮司職の内容も詳細未詳
（注２）訂正。令和３年２月号センターだより「・・・・7 歳の黒川鍋寿丸から宗像氏貞に変え、宗像に入
国させ、当主であることを宣言させます」は誤りです。
よし あき

かい らい

（注３）父・大友義鑑、母・大内義興の娘。天文 22（1553）年、春、義長と改名。傀儡政権といわれる。
（注４）山田事件といわれ、事件後、次々と人が怪死や変死が起き、宗像領内では怨霊がささやかれたとい
われる。
（注５）宗像大社 77 代宮司。

