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令和３年
１０月号
題名：つきみだんご
作者：やまさきりん

TEL 922-4035
発行 大歳地域交流センター
開館時間 8 時 30 分～17 時 15 分 （行政窓口）

大歳まちづくり協議会では、「花いっぱい大
歳づくり」を進めています。
花づくり講習会では、プランターに季節の花
を植えます。植えたプランターをご家庭にお持
ち帰りいただき、庭など地域の方に見えやすい
場所で育ててください。
お花が終わっても、次の花を植えていただ
き、引き続き花いっぱいの大歳づくりにご協力
をお願いいたします♪
日 時：１０月２７日（水）※少雨決行
第１回目１３：３０～
15 分前より
受付開始
第２回目１４：３０～
定 員：各３０名（定員になり次第締切）
持参物：軍手、タオル、マスク
参加費：無料（苗の追加は有料になります）

FAX 922-4036
TEL 922-2461
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令和３年 9 月 1 日現在

昨年から続くコロナ禍により、新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止を考慮し、
令和３年度の大歳まつりの開催を中止
することとしました。
楽しみにされていた方には大変申し
訳ございません。ご理解の程、よろしく
お願いいたします。
大歳まちづくり協議会 事務局
（大歳地域交流センター内）
℡：０８３－９2０－１７００

※１０月１日（金）から受付開始。
※新型コロナウイルス感染防止の為、２回に分けていま
すのでどちらか一方でお申し込みください。

【申込・問い合わせ】
大歳まちづくり協議会 事務局
TEL：０８３－９２０－１７００

コロナ禍でも、皆さんが
安心して楽しめる企
画...何かできる取組は
無いか…現在、考案中！

親子で楽しくシュウマイ弁当を作ってみませんか？
中村女子高等学校の調理科の皆さんをお招きし、
本格的な中国料理のレシピについて伝授していただきます！
ぜひご参加くださいね♪（※１０月１日（金）８：３０～申込受付開始）

内

容：肉汁たっぷり♪シュウマイ弁当

（シュウマイ、キュウリの中華風酢の物、ごま団子、ご飯）

日 時：１０月３０日（土）１０：００～１２：００
場 所：大歳地域交流センター 講座室 調理室
対 象：小学３年生～中学生とその保護者
・当日はマスクの着用を
お願いします。
定 員：３家族（１家族４名まで）
・作ったものは、持ち帰り
講 師：中村女子高等学校 調理科
となります。
参加費：１人２５０円
持参物：エプロン、三角巾、ハンドタオル、飲み物
申込先：大歳地域交流センター地域担当（☏083-922-4035） ※10 月 22 日(金)受付〆切
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大歳交流センターだより

大歳野球スポーツ少年団では、秋の新入団員
を募集します!!夏の東京オリンピックで野球の
日本代表が金メダルを取った事は、皆さんの記
憶にあるのではないでしょうか？
野球に興味を持った人、やってみたい人、運
動したいけど何をしたいか悩んでいる人．．．
ぜひ一緒に野球をやってみませんか？！
今回は、１年生～５年生までの児童さんを募
集します。
見学からでもＯＫです。運動のできる服装で
来てみてくださいね♪
グラウンドで待ってます！！
【活動日時】土曜日・日曜日（原則）
１３：００～１８：００（※冬季は１７：００まで）
【練習場所】
大歳小学校グラウンド
【問い合わせ先】
代 表：上田（080-6313-3652）
副代表：井上（090-8241-5336）
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南部地域おこし協力隊の中岡佑輔さんをお招
きし『レザークラフト教室』を行います。ぜひ
ご参加ください♪
開催日：１０月１０日（日）
場 所：大歳地域交流センター 講堂
対 象：大歳地区在住の小学生
持参物：水筒、マスク、材料代
【小学校１～３年生】※定員１５名
時 間：１０：００～１１：３０
参加費：５００円
作るもの：三角ポーチ
【小学校４～６年生】※定員１５名
時 間：１３：００～１４：３０
参加費：８００円
作るもの：ポーチ（手提げ付き）
申し込み先：大歳地域交流センター
地域担当（☏０８３－９２２－４０３５）

コロナ禍で、海外への渡航ができない今だから、オンラインを活用したツアーを開催します！
現地で暮らす人ならではの情報満載でお届けします。ご搭乗お待ちしています！

～オランダ行き～

～スペインバレンシア行き～
Ｒ３．１１．１４（日）１４：３０～（４５分）

Ｒ３.１１.５（金）１９：００～（５０分）

「世界で活躍するプロテニスプレーヤーに聞こう！」

「アスナさんに聞こう！魅力あるオランダの日常」

バレンシアを拠点に世界で活躍するプロテニスプ
レーヤー松葉海奈さんにスペインの
お話いただきます。

末永アスナさんにオランダでの生活や文化
応

魅力、夢を実現する秘訣を

オランダ在住ヨガインストラクターの
応

をお伝えいただきます。

応募はこちら☛

応募はこちら☛

いずれもツアー代金は無料！ Zoom で参加いただきます！

【国際交流課】

応募フォーム （QR コード読み取り） または右記アドレスまで

TEL:083-934-2725,FAX:083-922-2198

メール（名前、メールアドレス、参加ツアーの名前）でご応募ください。 E-mail:kokusai@city.yamaguchi.lg.jp

0

野良猫に無責任にエサを与えることにより
猫が集まり、糞害などの問題が発生していま
す。
猫がかわいそうと思うのであれば、
責任をもって飼ってください。
飼えないのであれば、無責任な
エサやりはやめましょう。

乳幼児とその保護者を対象に、｢ブックスタート体
験会｣を開催します。ぜひご参加ください。
日 時：１０月１５日（金）
１０：００～１２：００
１４：００～１６：００
場 所：大歳地域交流センター 和室
対 象：令和３年２月１日～５月３１日の間に
生まれた乳幼児とその保護者
問い合わせ：山口市立中央図書館
（℡０８３－９０１－１０４０）

令和３年１０月
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がんの早期発見に向け、集団検診を実施します。早期のがんは自覚症状がないことが多いため、定期的
な検診受診が必要です。４０歳以上で、職場などで検診・人間ドック等を受ける機会のない方はぜひ受診
しましょう。受診の際は必ず、がん検診等受診券（５月下旬発送）をご持参ください。

場 所：大歳地域交流センター ２階 会議室１
日 時：令和３年１０月２１日（木）９：００～１５：００（１２：００～１３：００は除く）
予 約：不要
負担金：なし
問い合わせ：山口市保健センター（☏０８３－９２１－２６６６）
※喀痰検査（肺がん検診と同時に受診できます。）
≪対 象≫
肺がん検診受診者のうち、５０歳以上で喫煙指数（１日の喫煙本数×喫煙年数）が６００以上の方
≪負担金≫
６００円（７０歳以上の方、「後期高齢者医療被保険者証」を提示された６５～６９歳の方、
７０歳未満で市民税非課税世帯の方（要事前申請）は自己負担金が５００円です。）

⚠感染症対策として、以下のことにご協力をお願いします。
①37.5℃以上の発熱や咳などの風邪症状がみられるときは受診を控えましょう。
②検診当日はマスクの着用をお願いします。
③受診者同士の接触時間を短縮するため、がん検診等受診券の５ページ
「肺がん（結核）検診問診票」を記入の上、ご持参ください。
※今後の感染拡大状況などにより、延期または中止となる場合があります。

１０月の大人の居場所は、、、
★みんな元気に気づきの体操（いきいき
クラブ体操）をしましょう！
★子どもも大人も楽しい脳トレクイズの
イロイロ～食べ物、スポーツ、間違い探し、
数合わせパズルなど～
どなたでも、気軽にご参加ください♪
日 時：１０月１６日（土）
１３：３０～１５：００
場 所：大歳地域交流センター 講堂
参加費：１００円
持参物：特になし
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

【大歳地区
1 日(金)
01 日(金)
10 日(日)
13 日(水）
14 日(木)
15 日(金）
15 日(金)
15 日(金）
16 日(土)
17 日(日)

燃やせないごみの日
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
レザークラフト講座 (10：00～11：30、13：00～14：30)
母子相談（10：00～12：00）
金属・小型家電製品の日
ブックスタート体験会 （10:00～12:00、14：00～16：00）
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
パソコン相談（10：00～12：00）
大人の居場所（13：30～15:00）
大歳地区一斉清掃

１０月の活動は足型アート＆ハロウィンパ
ーティーをします♪ぜひご参加ください♪
日 時：１０月２２日（金）
１０：００～１３：００
場 所：大歳地域交流センター 和室
内 容：アート作成、ハロウィンパーティー
対 象：未就園児の親子１０組
持参物：飲み物、（着たい人は）仮装衣装
※最初に足型をとるので、汚れてもいい服で
来てください。
参加費：無料
申し込み：太陽クラブ 代表 竹中
（ＴＥＬ ０９０－７１３６－８３０５）
申込期間：１０月４日１０：００～１０月１１日まで

の行事予定】
20 日(水) びん・缶の日
21 日(木) 肺がん検診(9：00～15：00)
22 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）
22 日(金) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
27 日(水） 花づくり講習会(13:30∼14:30、14:30∼15:30)
28 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
29 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
30 日(土) シュウマイ弁当講座（10：00～12：00）
※木曜日はプラ容器包装分別収集

令和３年１０月
大歳のエトセトラ

大歳交流センターだより
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黒川鍋寿丸 Ⅲ ～宗像氏貞 ２～
立花城をめぐる大友氏と毛利氏の戦いにも、宗像氏貞は毛利氏につき、家臣の家族や領民を大島 （註１） など
た け やまじょう

に避難させ、自らは立花城攻めに出陣しています。また、母親（照葉）も岳山城(註２)にのこり、籠城の指揮
をとったといわれます。その後、毛利元就は立花城から守兵を引き払い、完全に筑前国から撤退します。そ
た け やまじょう

のため、宗像氏貞も立花城の陣を引き払い、母親のいる岳山城で籠城しますが、毛利元就が大友宗麟と和睦
すると、宗像氏貞もそれに従います。和睦の条件は次のようなものでした。その一つは、宗像氏貞に従って、
大友氏と戦ってきた河津隆家の処断と所領の割譲でした。河津隆家は大内氏の配下で、筑前国の一部を支配
していましたが、大内氏滅亡後、宗像氏貞に従っています。大友宗麟は筑前国を支配するには、河津隆家の
影響力を排除する必要があったといわれます。河津隆家は殺害され、所領は割譲されます。そして、その他
の和睦の条件に、宗像氏貞と大友宗麟家臣の娘を大友宗麟の養女としての婚儀 (註３)と、氏貞の妹（色姫）と
べっ し

大友氏家臣の戸次道雪(註４)との婚儀でした。戸次道雪は、結婚後立花城城主になっています。これまで大内
えんせき

氏滅亡後、長く大友氏に抵抗してきた宗像氏貞は、縁戚関係を通して、大友宗麟に従うことになります。天
正６（1578）年に、宗像氏貞は戦乱の中、心血を注いできた辺津宮第一宮本殿が完成しますが、その年に、
ひ ゅ う が のこく

大友氏は日向 国 に出兵し、島津氏と戦いに大敗し、その後、しだいに勢力は衰退していきます。主従関係に
あった宗像氏貞と大友宗麟は天正 9 (1581)年 11 月、偶発的な戦いがきっかけで、戦争状態になります。宗像
氏貞は妻（大友宗麟養女）と離別はしていませんが、戸次道雪の妻(氏貞の妹)は、戦争状態以降立花城をは
なれ、仏門に帰依したといわれ、天正 12（1584）年に亡くなっています。戸次道雪は、妻の氏貞妹が亡き後
も大友氏の勢力回復のために戦いますが、天正 13(1585)年９月に筑後国の陣中で亡くなります。その翌年の
天正 14(1586)年３月に宗像氏貞は、42 才で亡くなります（参考）。宗像勢は、宗像氏貞没後も毛利氏に従って
います。このころ、島津氏は勢力を拡大していき戸次道雪の死亡後に、豊臣秀吉の傘下にはいった大友氏を
滅亡寸前まで追い込みます。しかし、翌年の天正 15(1587)年３月に、豊臣秀吉は自ら九州へ出兵し、和睦し
ない島津氏と激戦の末、島津氏を降伏させ、窮地に陥っていた大友氏は救われます。九州を支配した豊臣秀
くにわけ

吉は九州国分を実施し、筑前国は小早川隆景に宛がわれ、宗像社は、隆景から社領を寄進され、宮司職に次
し ゃ け

ぐ社家（神職）が後を継ぎ、社職に専念するようになります。宗像氏には氏貞後室に筑前国・豊後国の一部
の領土が宛がわれ、隆景の配下になりますが、その後、宗像氏の跡職（宗像氏の家督と所領）を継いだのは
小早川隆景の家臣で、氏貞長女と結婚した草刈重継 (註５)でした。そして、隆景の後を継いだ小早川秀秋(文禄
４(1595)年）のころには、氏貞後室の所領もなくなり、社家の社領支配も終焉します。黒川郷（岩富地区周
ちゃくりゅう

辺）で生まれた黒川鍋寿丸は、宗像大社・嫡流 最後の宮司(80 代)になり、戦国乱世を生き抜き、宗像大社の
再建にも尽力した英傑でした。（大歳史談会、文責：白上茂樹）
（註１）宗像大社、中津宮が在る島。
（註２）蔦ヶ獄 城 。宗像氏の居城。
（註３）氏貞は妻と娘がいたが、妻とは離婚させられ
る。新しい妻との間に三女が生まれている。
（註４）元亀 2(1571)年側室。この時、戸次道雪は
59 才。色姫は 25 才。
（参考）大友宗麟は天正 15(1587)年５月に死亡。
（註５）文禄の役（秀吉の朝鮮侵略戦争）で活躍し、
秀吉に評価されたといわれます。
（参考文献）「戦国時代の筑前国宗像氏」、
「中世筑前国宗像氏と宗像社」桑田和明著、他。
つ た が た け じょう

立花城址から博多（福岡）湾を望む

