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下記日程でウッドカービング（木工）による
“お皿作り”体験講座を行います♪
クリスマス目前！オリジナルのお皿を作っ
てみてはいかかでしょうか？
ぜひご参加ください♪♪
日
場
講

時：令和３年１２月２３日（木）
１０：００～１2：00
所：大歳地域交流センター 講座室
師：斎藤 稜さん

FAX 922-4036
TEL 922-2461

人

口

13,846

世帯数

6,659

令和３年 11 月 1 日現在

大歳地区恒例の『七草がゆ試食会』
昨年度は残念ながら中止となってしまいました
が、今年は下記日程にて行います！
大歳地区食生活改善推進協議会の皆さんにご
協力いただき、地域の皆さんにふるまいます♪
しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、センターでの試食は行いません。
作った七草がゆを容器に入れてお渡ししますの
で、空の容器を持参してくださいね♪

（ATELIER Ryo、山口市宮野上仁保地 1967）

内 容：木のお皿（豆皿）つくり
定 員：6 名（先着順）
対象者：大歳地区在住の方
（中学生以上）

参加費：１，０００円
【申し込み・問い合わせ】
大歳地域交流センター（地域担当）まで
（☏０８３－９２２－４０３５）
※１２月１日（水）から受付開始

日 時：令和４年１月７日（金）11：00～13：00
場 所：大歳地域交流センター

持参物：空の容器
（できれば保温できるもの）
参加費：無料
お友達やご家族と、
お一人でも！
気軽にお越しくださいね♪

１１月６日（土）に中村女子高等学校の調理科の方々を講師にお招きし、大歳地域交流センタ
ーで『肉汁たっぷりシュウマイ弁当講座』を行いました♪
なかなか作ることのないシュウマイ、ちょっとしたテクニックを教わりながら、参加された方と
調理科の生徒の方々で楽しく交流しながら作っていきました。後日、お弁当がおいしかったとの感
想もいただき大変嬉しく思っております♪
ご参加いただいた方、そして調理科の皆さん、本当にありがとうございました！
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健康づくりに関心のある方、健康診査結果についてご相談がある方などを対象に、健康チェッ
ク・健康相談会を行います。お申込や参加費は不要です。
受付時間内に会場にお越しください。
■ご利用にあたっての注意点■
日 時：令和４年１月１３日（木）（※受付１０：００～１１：００） ・マスク着用での参加をお願いい
たします。
場 所：大歳地域交流センター 講堂
・体調の悪い方は参加をご遠慮く
内 容：血管年齢測定、体組成測定、保健師・管理栄養士との健康相談
動脈硬化予防についての展示

ださい。

持参物：各種健康診査結果（お持ちの方）
体組成測定をご希望の方は裸足になれる服装をしてお越しください。
問い合わせ：山口市保健センター 健康増進課
（ＴＥＬ

０８３－９２１－２６６６）

マイナンバーカードの取得促進を図るため、地域交流

山口市では、スマート自治体を推進するため、市政
情報コーナーやパブリックコメントの対象となってい

センターや分館などにおいて臨時窓口を開設します。
当日、申請に必要な顔写真の無料撮影や申請手続き
のお手伝いを行います。申請の仕方がわからない方や、

る資料を閲覧するタブレット端末を、各地域交流セ

遠方などの理由で各総合支所に行けない方の支援を

ンター（分館含む）に設置しています。

目的として実施するものです。カードは後日、自宅に郵

なお、利用には各窓口での申し込みが必要です。
※大歳地域交流センターにおいては、地域担当窓
口までお声がけください。

【利用時間】３０分（延長可）
【問い合わせ】
広報広聴課（TEL 083-934-2884）

６月に山口総合支援学校の生徒の皆さんと
一緒に花壇つくりを行った“にじ花壇”
大歳まちづくり協議会の花壇コンクールに
応募し、審査当日まで一生懸命育ててきまし
た。結果は優秀賞！
１2 月には、冬の季節の花に植え替え予定で
す。センターに
来られた方々
の癒しの空間
に、地域の方々
の交流の場に
なりますよう
に...

送いたします。ぜひ、この機会にマイナンバーカードを作
ってみませんか！？（予約不要）

【日 時】令和３年１２月１６日（木）
１４：００～１６：００
【場 所】大歳地域交流センター 講座室
【対象者】
・本市に住民票登録のある方
・市外へ転出予定のない方
・マイナンバーカードの交付申請を行っていない方
・申請者本人が会場に来ることができる方
（１５歳未満の方は法定代理人とともに）
【持参品】（A または B）
①通知カード（緑色）の原本
②本人確認書類
A １点（運転免許所・パスポート等）
B ２点（健康保険証・介護保険証・診察券など）
※法定代理人（親）は『A２点』または『A１点＋B１点』

③住民基本台帳カード（お持ちの方）
【問い合わせ】
市民課（TEL ０８３－９３４－２９２７）
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★ 正 月 飾 り つ く り ★ ☆ ど ん ど 焼 き ☆
地域の人と一緒に“輪飾り（しめ縄）”を作
り、新年を迎えましょう！
日 時：令和３年１２月２６日（日）
１０：００～１２：００
場 所：大歳地域交流センター 講堂
内 容：オリジナル輪飾りつくり
講 師：宮成眞澄（大歳地区子ども会副会長）
参加費：無料（事前申し込みが必要）
定 員：３０名程度（先着順）
対象者：どなたでも OK
申し込み：大歳まちづくり協議会 事務局
（ＴＥＬ ０８３－９２０－１７００）
※小学生以下は、保護者同伴でご参加ください。
※申込期間：１２月１日（水）～１２月１５日（水）

輪飾り（しめ縄）、正月飾り、書初めなどを
燃やし、１年間の無病息災を祈る｢どんど焼き｣
新しい年の無病息災、五穀豊穣、家内安全を
祈りましょう。
事前申し込みは不要で、参加費無料ですので
気軽にご参加ください♪
焼き芋あるよ！

日

時：令和４年１月２２日（土）
１０：００～１５：００
場 所：朝田神社
問い合わせ：大歳まちづくり協議会 事務局
（ＴＥＬ ０８３－９２０－１７００）
※しめ縄、正月飾りなどの針金・金具類・橙（みか
ん）などは燃えませんので、必ず外して持参して
ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、手洗・消毒、検温・体調チェック、マスク着用、ソーシャルディ
スタンスの確保、cocoa（接触確認）アプリ活用などのご協力をお願いいたします。
しめ縄づくりは換気を行いますので、厚着をしてお越しください。

来年の年賀状は絵手紙に挑戦！
オリジナルの年賀状を作り、消しゴムで自分
の印鑑も作ります。
初めての方も大歓迎、是非ご参加ください♪
日 時：１２月１8 日（土）
１３：３０～１５：３０
場 所：大歳地域交流センター 講堂
指導者：右田朱実 先生
持参物：季節の野菜や果物など書きたい材料
参加費：１００円
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）
※必要な道具は主催者で準備予定。

2 日(木)
5 日(日)
5 日(日)
08 日(水）
10 日(金)
13 日(月)
15 日(水）
15 日(水)
16 日(木)

１２月の太陽クラブは、“クリスマス会”を行います。
サンタさんが来るかは…お楽しみに！
ご参加お待ちしております♪
日 時：１２月１５日（水）１０：００～
場 所：大歳地域交流センター 和室
内 容：クリスマス会（クリスマスの工作をします）
参加費：１家族１００円
持ち物：飲み物
募集人数：未就園児の親子１０組程度
申込期間：１２月２日（木）１０：００～１２月９日(木)
申し込み：竹中（TEL 090-7136-8305）

燃やせないごみの日

17 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）

第 36 回大歳体育振興会長杯争奪少年サッカー大会

18 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

定期利用団体センター大掃除（8：00～9：00）
母子相談（10：00～12：00）
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
金属・小型家電製品の日
子育てサークル太陽クラブ（10：00～）
びん・缶の日
マイナンバー出張所＠大歳（14：00～16：00）

23 日(木) センター講座『木の豆皿つくり』（10：00～12：00）
23 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
24 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
26 日(日） しめ縄づくり（10：00～12：00）
27 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

令和３年１２月
大歳のエトセトラ
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和田で椹野川はなぜ曲がった？
和田は「わがる（＝まがる）」からうまれた地名で、川が曲がってできた平野を示す地名と言われます。
和田の地名は各地にあり、大歳の和田もそうした地形にちなんだものです。
もっとも明治の椹野川大改修工事で、岩富で椹野川に合流していた吉敷川は、和田橋の先で椹野川に合流
するように付け替えられたため、今は、川が曲がった状態は和田には存在していません。
和田は北に山が迫り、南に水田が広がっており、東西とも突き出した丘陵が隣の地区との境界をなしてい
ます。和田と高井の境界は高井八幡宮があった丘陵でさえぎられ、奈良時代から続くといわれる古道もここ
で大きく曲がっています。また和田と朝田の境界は大きく突き出した王子の森で遮られており、ここでは古
道は丘陵を突っ切る峠越えの道となっていたようです。現在、高井八幡宮のあった丘陵は道路（新旧の９号
線）とパナソニックで削りとられ、丘陵跡は、はっきりしません。同様に、王子の森も九号線と宗教団体の
社で削り取られて、先端の王子の森は独立した丘のように見えています。
江戸時代の「地下上申絵図」では、特に和田のあたりで、椹野川はくねくねと曲がっています。これは朝
田の下流で椹野川が狭くなるため、その上流域で水があふれる現象が、たびたび起こり、川の蛇行がすすん
だためです。とりわけ、王子の森の丘陵が水の流出を妨げ、蛇行を激しくしたと考えられます。この和田地
区の洪水を防ぐため、椹野川改修工事では、岩富を流れる中川が吉敷川と合流する地点で、吉敷川が椹野川
に合流することを防ぐ為、延々数百メートルも堰堤を築き、和田橋の先で椹野川に合流するようにしました。
この堰堤は、現在、自転車道として活用されています。これで、椹野川の蛇行による洪水が防がれました。
もっとも、こうした椹野川改修工事のため、吉敷川を渡らなければ田んぼに行けなくなる吉敷川と椹野川
の間に挟まれた水田が生まれ、吉敷川を渡る橋がなくなると水田も放棄されました。浄水場の先の荒れ地が
そうです。
岩富で椹野川に合流していた吉敷川と九田川の合流点を朝田付近にまでのばしたため、和田での椹野川の
水量（とりわけ洪水時の水量）が減ったことが地形上の弱点克服に大きく貢献しました。
江戸時代の大歳の災害を記録した「年中吉凶記録」では、160 年間に 57 回の洪水が記録され、和田はた
いていの場合、洪水被害を受けていたと考えられます。当時の洪水は堤防決壊などによる一面水びたし状況
を言い、家は流されて倒壊しない限り、床上浸水程度では被害として計上されなかったようですから、その
深刻さは現在の比ではありません。しかもその状態が王子の森の突き出した丘陵に遮られて長引いたのです
から、曲がって襲い掛かる椹野川の水は和田の人々にとって恐怖の対象だったでしょう。
（大歳史談会、文責：武波義明）

国道などに削り取られて、小山に見える王子の森

吉敷川のかつての合流点

岩富の浄水場付近

