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令和４年４月からのパソコン講座の新規受講者を初級、中級それぞれ１５名募集
します。受講生は年間を通してパソコンの知識や操作を学びます。
初級はパソコン初心者を対象とし、中級の方は、ワード、エクセル、インターネ
ット、メール等が多少できる方を対象にしています。４月から皆さん一緒に学習を
スタートしますので、パソコン初心者の方もこの機会に是非ご参加ください！
※参加費は無料です。パソコンをお持ちの方はご持参ください。
申込み：大歳地域交流センター （ＴＥＬ ９２２－４０３５）
※申込者多数の場合は抽選とします。

内容：基本操作、ワード基礎編、
エクセル基礎編
日時：第１・２・４・５金曜日
１０時～１２時
募集：１５名程度
申込期間：３月１日（火）～
３月２５日（金）まで
開講式：４月８日（金）

内容：ワード応用編
エクセル応用編
日時：毎週火曜日
１０時～１２時
募集：１５名程度
申込期間：３月１日（火）～
３月２５日(金)まで
開講式：４月５日（火）

内容：パソコンに関する疑
問にお答えします。
日時：第３金曜日
１０時～１２時
※受付は毎回１０時～
１０時３０分まで

２月１８日（金）大歳小学校５年生の児童さ ３月はベビーヨガです。親子で楽しく体を動
んが、大歳地域交流センターへ防災学習に来ら かしましょう。ご参加お待ちしております♪
れました。避難場所の様子や、センターに備蓄 日 時：３月９日（水）
してある物資を見ながら、一生懸命学んでいま
１０：００～１１：３０
した。いざという時に、今日学んだことが役に
（受付９：３０～）
立ってくれることを願っております。

場
講
対

所：大歳地域交流センター 和室
師：米屋 麻香さん
象：およそ３ヶ月以上～１歳の乳幼児
とその保護者（先着８組）
持参物：飲みもの、バスタオル、おむつ
申し込み：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
※３月１日（火）から受付開始
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大歳地域交流センターでは、２１団体の定期利用団体の方々が日々活動されています。
今回は、どんな団体が活動しているのか紹介します。まずは前半！
センターには一覧も置いてあるので、興味のある方はお立ち寄りくださいね♪

団

体

名

大歳親子リズム
(新日本婦人の会）
大歳ヨガ教室

開

催

日

開催時間
毎週火曜日
10：30～12：00
毎週火曜日
14：00～17：00
18：30～20：00

内

代表者

容

紹

介

藤島八智代

０歳から就園前のこどもと、歌や音楽に合わせて親子で楽しく体を動かす体操です。親子のスキンシップ、ママ
友づくりにお気軽にどうぞ！マッサージ、手遊び、絵本の読み聞かせなどもしています。

生中喜代志

現在、特に６０歳代を中心に１クラス５～６人程度でヨガをしています。無理をせずに自分のペースで伸ばしてい
きます。

3Ｂ体操

毎週木曜日
10：00～11：00

出口昌代

ボール、ベル、ベルターという道具を使って音楽に合わせて体を動かします。
ストレッチや筋トレの効果があります。

健康体操

第 1～4 木曜日
9：30～12：00

平田孝子

丹田呼吸法でゆったりした動きをしながら、気血の流れをよくし、体全体をケアしていきます。とても気持ちが落
ち着いて、精神統一ができます。（現在２部制で活動中）

大歳健脚教室

第１・3 水曜日
9：00～11：00

秋本勝江

２階講堂にて転倒予防体操やソフトペタンクなどをし、またグランドゴルフや年 2 回のウォーキング、１００歳体操
等、楽しみながら健康な毎日が送れることを目指します。どなたでも大歓迎です。

大歳史談会

第１月曜日
9：00～12：00
第 3 月曜日
13：30～15：30

武波義明

大歳にはたくさんの史跡や説話が残っており、史談会はそれを堀りおこし、広げる活動をしています。昔の人の
生活の中で生み出されたものが多く、歴史を知ることは昔の人の生活に近づくこととなり、新鮮な感動を受ける
つどいでもあります。ぜひ、新しい会員の方のご参加をお待ちしています。

大歳フォークダンス
同好会

第１・3 木曜日
13：00～15：00

岡藤政子

先生指導のもと、楽しく笑いながら踊っています。

フラダンス
エ ・ホーマイ・オハナ

第１～4 金曜日
13：30～15：30

鈴木理恵

ゆっくり優雅な曲から少しアップテンポな曲まで、楽しみながら踊っています。初心者、大歓迎ですので、見学お
待ちしています。

ダンススポーツ同好会

毎週土曜日
9：00～11：30

中垣律子

社交ダンスの動きをとり入れて、音楽に合わせ一人ダンスや二人ダンスをし、健康な体つくりに取り組みます。

青空コーラス

毎週月曜日
（祝日は休み）
14：00～16：00

松尾都

大歳ひろめ隊

毎週金曜日
19：00～20：30

阿部絹恵

童謡、唱歌、昭和の歌、合唱曲など、毎週月曜日に練習しています。デイサービス訪問、まつり出演や山口総
合支援学校への訪問、大歳小学校音楽会へＰＴＡコーラスとのコラボ参加等、楽しく活動しています。来られると
きに、自由に参加ＯＫです。（年齢不問、お子さま連れ参加大歓迎）
子どもから大人を対象にしたよさこいのチームです。
地元のおまつりやイベントに参加することを目標に練習しています。

【親子リズム】
歌や音楽に合わ
せて親子で楽し
く体を動かした
り、マッサージす
ることで親子の
絆を深めること
ができますよ♪

【青空コーラス】
普段はセンターでコーラ
ス練習をしていますが、
デイサービスや山口総合
支援学校への訪問等、地

【大歳ひろめ隊】
よさこいのチームで、大歳地区
のお祭りやイベントに参加し
て、ステージ披露をしています。
一緒によさこいで地域を盛り上
げませんか！？

域イベントへの出演など
楽しく活動しています。
年齢不問、お子さま連れ
参加大歓迎です！

【お問い合わせ】
大歳地域交流センター
地域担当（TEL 922-4035）

令和４年３月

出水期に備え、各可
動堰の点検を下記日
程にて行います。点検
中は増水などに伴う事
故の発生が懸念されま
す の で 、 河川内 に立
ち入 ら ない よ う ご 協
力をお願いいたします。
【お問い合わせ】
防府土木建築事務所
維持管理第二課 管理班
（TEL 922-2797）
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≪実施日≫令和４年３月１６日（水）（予備日：３月１７日（木））
河川名

堰の名称

福良
矢原
高井
今井出
一の井手

所在地
小郡下郷
柳田
下矢原
三和町
上坪井
宮野上
宮野上

転倒開始
12：00
15：00
12：00
12：30
13：00
13：00
13：00

起立開始
13：30
16：00
14：00
14：30
14：30
14：00
13：30

千代丸
湯田

朝田
矢原

12：00
12：30

13：30
13：00

淋洸

椹野川

吉敷川

鴻南地域包括支援センターの方を講師に
お招きし『介護予防講座』を行います。
申し込み不要です。気軽にご参加ください♪
日

時：３月１９日（土）
１３：３０～１５：３０
場 所：大歳地域交流センター 講堂
内 容：
★介護予防講座
（元気に毎日を過ごす技を学ぼう！）
★血圧測定、フレイルの兆候チェック
と、その予防法
★自宅で気軽にできる『タオル体操』
参加料：１００円
持参物：フェイスタオル１枚
問い合わせ：大人の居場所
代表 大窪（TEL 080-2904-8193）

【大歳地区

仁保川

下記日程で大歳地域交流センター定期利用団体
大掃除及び年間利用調整会議を行います。対象団体
の方はご参加の程、よろしくお願いいたします。
日 時：３月１３日（日）８：００～
場 所：大歳地域交流センター（玄関前集合）
※ぞうきんをご持参のうえ、各団体から２名程度参加
をお願いいたします。
※掃除終了後、調整会議を行います。各団体から
必ず 1 名のご参加をお願いいたします。
【お問い合わせ】地域担当 （TEL ９２２－４０３５）

下記日程で、大歳小学校体育館の大掃除を行
います。対象団体の方はご参加の程、よろしくお願
いいたします。
日 時：３月６日（日）８：００～
場 所：大歳小学校体育館
※ぞうきんをご持参のうえ、各団体から２名程度ご
参加をお願いいたします。
【問い合わせ】地域担当（TEL 922-4035）

３月の行事 の予定】

3 日(木) 燃やせないごみの日

備考

18 日（金） パソコン相談(10:00～12:30)

06 日(日) 大歳小学校体育館清掃（8：00～）

18 日（金） 大歳小学校卒業式

09 日(水） 母推さんの子育て応援講座（10：00～11：30）

19 日（土） 大人の居場所（13：30～15：30）

11 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

25 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）

13 日(日) センター定期利用団体清掃と会議（8：00～）

25 日(金) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

14 日(月) 金属・小型家電製品の日

29 日(火) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）

16 日(水) びん・缶の日

※木曜日はプラ容器包装分別収集
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謎の寺・福生寺と外交僧・策彦周良 その３
「策彦入唐雑録」の「前住円覚策彦良禅師行実」には第２回遣明使節を終えると策彦は「早辞防陽駕旋洛西
亀山」したと書かれています。第１回遣明使からの帰国後も「遂辞防州錦旋亀山山中」しています。この文
は「早や周防の国を辞して、洛（京都）の西、亀山（の妙智院）に帰った」と読めます。そこが師・等安の
菩提と共にある永住の地だからです。どうやら策彦は、遣明使としての出発前には、山口に長期滞在し、準
備に精をだすとともに、文人との交流も深めたが、帰国後は早々に京都に帰還したのではないでしょうか。
ところが、この文章を「早や防府を辞し、洛（山口の大内館）の西にある亀山（の福生寺）に帰った」と解
釈する説もあります。しかし、先に述べた京都の亀山の由来や策彦と亀山の妙智院の深い関係を考えれば、
亀山と書くだけで、京都の亀山へ帰ったと考えることを当然とした文章構成になっています。どうやら、王
子の森丘陵中の門前山を東の亀山（サビエル教会がある）に対する「西の亀山」を示すとの解釈には無理が
あるようです。
では、策彦周良が福生寺に住んだとする時期は一切なかったと言い切れるのかというと、そうともいえな
い問題がでてきます。先の文書（行実記）は策彦が住持を任されたことのある寺院を７つあげています。
「（京
の）北山・等持、西山・西芳、丹山（丹波）・常照、甲州・慧（恵）林と長輿、天龍寺の華蔵と妙智」です。
ところが「策彦和尚略伝」はこれに「防州（周防の国）・福生」を加えています。無視した文書（各国の大
寺を羅列）と無視しなかった文書（住持となった記録を詳述）の差は、福生寺の知名度があまりに低くかっ
たためではないでしょうか。実は、第１回の遣明使節団の帰朝後、大内義隆は正副の使節に様々な褒賞を与
えていますが、最後に「荘園契券」を贈っています。織田信長が妙智院の草堂用に田地を贈ったとの記述も
あり、決して珍しいことではなかったようですが、もし策彦がもらった契券が福生寺の一帯であるなら、荘
園保持者として、そこに住むか見て回ることはありえます。
なぜ義隆が策彦を福生寺という知名度の低い寺の住持としたと伝わるのかが疑問でした。武田信玄が大寺
である恵林寺の住持に策彦を招いた例を見るまでもなく、大内義隆ほどの人物が数ある大寺ではなく、小寺
にすぎない福生寺に招いたことは、あまりにも策彦への対応が杜撰すぎると思っていたのですが、荘園丸ご
と進呈したのであれば、ある程度、納得がいきます。最も策彦が荘園進呈を喜んだかは不明です。また、住
持を社長、契券保持者を会社所有者に比定してみれば、その実態に大差はないようでもあります。
ともあれ、彼が福生寺にどれだけ滞在したかではなく、寺の保持者として名前が残り続けたことが、こ
うした伝承を生む背景にあった可能性は大いにありえます。王子の森に「西の亀山」（サビエル教会の建つ
東の亀山に対して）があり、そこに福生寺という大寺があり、策彦周良が住職として住んでいたという伝承
はにわかには信じがたいものです。ただ慣れぬ漢文を理解不十分なままつなぎ合わせた、私の文章の信用性
も低いものであることをおことわりしておきます。

現在の京都妙智院

（大歳史談会、文責：武波義明）

京都亀山公園、手前が桂川と渡月橋

