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　山陽道徳山東インターチェンジ周辺には、
多くの遺跡が点在しています。
　これらは、宅地造成や山陽自動車道建設
の時の調査により発掘されたものが多いよ
うです。
　久米地区には、弥生時代（約２,３００年
前～１, ７００年前）の集落跡や古墳
時代（１, ７００年前～１, ３００年前）
の円墳や副葬品が見つかっており、その時
代の様子を知る貴重な遺跡です。

垣外遺跡
　平成２０年に久米中央土地区画整理事業にともなう
開発工事中に、国道２号付近の高台を中心に発見され
た弥生時代から戦国時代の遺跡です。
　これまでにもこの周辺では、弥生時代を中心とする
集落跡が発見され、竪穴居住跡、土杭などが円光寺遺
跡や老郷地遺跡などから検出されています。
　垣外遺跡で出土したものの中では、石器の材料とな
る大分県姫島産黒曜石があり、当時に遠方との交流が
あったことが考えられます。

地域を知り郷土を愛す
　久米地区では新たな地域コミュニティ活動のひとつ
として、平成２３年１０月に「郷土の歴史を語り、学
ぶ会」を開校しました。
　学習講座のほか史跡の説明板の設置に取り組むな
ど、久米地区の歴史を知ってもらい、伝えていくこと
で地域への共感と郷土愛が高まることを願い、地域の
子ども達に繋いでいくことを目指しています。

久米地区久米地区

久米地区の情報は…
　　　　　ホームページ で随時紹介中

会員で垣外遺跡発掘現場を確認 ( 秋本地区 )

垣外遺跡出土品（石包丁）



〉〉〉 前号にてご紹介しました『だれが見てもわかる「郷土誌」を』のコミュニティ団体名に誤りがありました。
　　（誤）桜木地区コミュニティ推進協議会→（正）周陽地区コミュニティ推進協議会
　　訂正して、お詫びいたします。

徳山小学校区コミュニティ推進協議会

特色あるコミュニティ活動

　徳山小学校区は徳山毛利藩の城下町であり、天然の良港・徳山港があります。徳山
の繁栄を築いた中心商店街。市役所・市民館・県総合庁舎・中央図書館・美術博物館・
徳山小学校・岐陽中学校・徳山高校など文化施設の集積した地域となっており、人口
１１,５８６人です。

“ふれあいの心で築こうふるさとを”
　これは、昭和５５年の徳山市制施行４５周年を記念して公募したふるさとづくりキャッ
チフレーズの入選作です。
　この４５周年にあたり、当時の徳山市長小川亮さんが「ふるさとづくりは人と人とのふ
れあいの輪であり、誰もが気軽に参加できる踊りの中から交流を通して芽生えてくるも
の。」と考えられ、「徳山市民ばやし」を制定されました。
　私たち当地区コミュニティは、歴史ある徳山の文化を風化させないため徳山市民ばやし
を３２年振りに復活し、歌と踊りの輪の広がりの中で多くの地域のみなさまに愛され、昔
を懐かしむと共に親しまれることを期待し、コミュニティ主体行事である「ナイトフェス
タ in 青空」のメインイベントとして取り組んできました。
　
　また、徳山小学校において、開校１４０
周年記念秋の大運動会で初めて徳山市民ば
やしを全校児童（６７３名）が、運動場いっ
ぱいに大きな輪を何重にも作って歌に合わ
せて踊り、見物の保護者、住民も踊りの輪
に加わり大盛況でありました。

 【執筆：徳山小学校区コミュニティ推進協議会長　梶山　正一】

さくら街道まつり ナイトフェスタ in 青空 徳山小運動会



　周南市の北部に位置する長穂では、少子高齢化が進み、
小学校・中学校も相次いで休校となりました。そんな中、
地域を少しでも元気にできればと思い、昨年、試験的に
「軽トラ市」を開催したところ、地区外からも多くのお
客さんが来場され、大盛り上がりでした！　市内の多く
の方に長穂に遊びに来てもらうことができ、地元の農家
のみなさんも出店が楽しかったようで、これは継続して
やるしかないと思い、実行委員会を立ち上げて活動して
います。

長穂軽トラ市実行委員会長穂軽トラ市実行委員会
～平成２４年度しゅうなん元気活動支援事業　助成団体～

　ふるさと振興財団では、平成１６年度より市民活動において新
たな取り組みを目指す団体を対象に助成を行っています。今回は、
平成２４年度の助成団体の中から ｢長穂軽トラ市実行委員会｣ に
活動紹介をしていただきます。

活動紹介

周南初！軽
トラ市の開

催！

　実行委員会を立ち上げ、今後も継続して行うために「ほ
たる祭り」でバザー出店して資金の確保に努めました。
更に、『しゅうなん元気活動支援事業』での助成もして
頂けることになり、横断幕やのぼり、チラシの作成など、
地区外への PR体制も万全となりました！その後、7月
と 11月の 2回、軽トラ市を開催しており、市内各地か
ら30台以上の出店がありました。野菜だけでなく、色々
なジャンルの出店者にも声を掛け、幅広い層の方に長穂
に遊びに来てもらえるように、楽しい市を目指して、こ
れからもがんばります！

軽トラの恒
例化！

【執筆：長穂軽トラ市実行委員会】

長穂ホームページ：http://shunankita.web.fc2.com/



福川駅付近

　昭和初期の福川駅付近の様子です。原田博義さん（福川２丁目）から提供していただき
ました。蒸気機関車が通っている駅のすぐそばが川の風景であることなど、塩田になる前
の風景が残っている貴重な絵です。なお、明治３１年３月１２日に列車が停車するように
なりました。
　駅の南側では船があり、とあみを行っているところや、広場では馬車や荷車、天秤棒を
担いだ人々が行き交う姿が描かれています。

あなたのお気に入りスポットを募集中！
お寄せいただいた中から、編集委員で協議し、周南市内のおススメの場所を掲載していきます。

▼情報のご提供はコチラまで
財団法人周南市ふるさと振興財団（ふるさと産品の店こあ）
〒745-0007周南市岐南町7-10　☎ 0834-22-8516　FAX0834-22-8517　E ﾒｰﾙ：furusato@city.shunan.yamaguchi.jp



吉田屋醤油（遠石）

　大正年間の創業の吉田屋醤油は道を隔てて畑があり、向うはすぐ海だったそうです。す
でにそのとき初代のアサヒワシ醤油の商標のこて絵はあったのですが、旧１８８号線が開
通するにあたり、今の県道のセンターライン付近から後退し、写真（昭和４６年頃）のこ
て絵は２代目です。現在のものは３代目で、やや小ぶりになりましたが、樹脂などを使っ
て当時のこて絵を再現しています。（吉田屋醤油㈲提供）

別の商標のこて絵 戦前



公開日時： 平日　9:00～16:00
見学場所： 大向小学校　多目的教室
問 合 せ： 大向公民館　(0834)88－0312

　周南市の北部に位置する大向地区。その中心部に大向小学校はあります。
　大向小学校は、明治６年八久保小学として開校して以来、大向尋常小学校、大向国民学校、
大向小学校と名前を変えながら、多くの卒業生を輩出してきました。しかし、昭和 33年
度２２２人だった児童数も、６人と減少した平成２０年度、１３０年以上の歴史に幕を閉
じることとなりました。
　そんな休校中の大向小学校を、今年６月ふるさと振興
財団職員が大向公民館職員と共に訪れたところ、きれい
に保管されている大量のアルバムを発見しました。この
まま眠らせておくのはもったいないと、市や大向コミュ
ニティ推進連絡協議会の協力を得て、８月１４日の大向
納涼夏祭りで会場となった、大向小学校体育館に「大
向小学校 懐古展」として展示しました。この懐古展は、
夏祭りを訪れた地元の方に大好評で、「懐かしい」「昔を
思い出した」との感想を多数、いただきました。
　そこで、約１ヶ月後の９月１３日より、今度は大向小学校の校舎の一室を利用し、「大
向小学校 懐古展」の常設展示を開始することとなりました。今回は、夏祭りで展示して
いた明治４４年よりの卒業写真、歴代校長の顔写真、日々の学校生活のスナップ写真に加
え、懐かしい授業で使う教材、地元に伝わる「式内踊り」の写真なども展示。訪れた方に
ゆっくりアルバムをめくってもらえるよう、小学生の使っていた机と椅子も配置しました。
　公開は平日のみですが、開始以来、地元の方や帰省中の同校出身者等、多くの方が足を
運んでくれています。これをきっかけに、休校中の大向小学校が地元の人々の交流の場と
なったり、地域の活性化につながれば素敵ですね。興味のある方は大向公民館に連絡の上、
是非、大向小学校にいらしてください。懐かしい写真を見て、小学生の頃の自分にタイム
スリップしてみませんか？

～休校中の校舎にて、常設展示中～

8月14日の大向納涼夏祭りの様子

写真等の飾られた教室の様子 各年度ごとのアルバムも並んでいます



山陽道エピソード山陽道エピソード
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石八幡宮は徳山藩主の崇敬が篤く、
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田八幡宮は大内時
代の創建で、建物は江戸時代のものです。フーフー階段を登りきった花岡八幡宮では何か
御利益がありそうです。本当に山陽道を魅力的にしてくれます。訪れてみては如何ですか。

第14回

≪山陽道は美術館～こて絵≫
　鏝絵（こて絵）とは日本で発展した漆
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喰を用いるレリーフのことです。左
さかん

官職人がコテ
を使って仕上げていきます。山陽道を歩いていると母

おもや

屋や土蔵の外壁に、縁起ものや霊獣
である龍などを見つけることができます。戦後は芸術として評価されています。新南陽民
俗資料展示室の入り口にある龍のこて絵は、もと山陽道に面した福川の旧

きゅうか

家にあったもの
で、昇

のぼ

り龍（雄龍）・降
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吽の口形で今も入る者を見つめています。遠石に
ある大きな極彩色の“アサヒワシ醤油”のこて絵は、本来蔵にあったものを再現した三代
目です。往時が偲

しの

ばれます。山陽道から熊
くまげ

毛神社にゆく途中に珍しい兎
うさぎ

のこて絵を見つけ
ました。目線をあげて歩いてみると、意外な発見があります。また山陽道を歩くのも楽し。

山陽道を歩こう会　西村　修一

次回は「白見森(しらむがもり)の稲荷社」「市戎(いちえびす)｣です。お楽しみに。

アサヒワシ醤油の商標（遠石） 兎の造形（熊毛）龍の門（福川）

山﨑八幡宮の本山神事（富田）桜田八幡宮（戸田） 遠石八幡宮本殿



　１２月の声とともに街にはジングルベルの
音楽が流れ、子どもたちは、サンタクロース
がプレゼントを届けに来てくれるクリスマス
の日を、ジングルベルの歌を唄いながら待っ
ています。
　今から、８０年前の私たちが子どもの頃
は、何よりも楽しいお正月の日を待っていま
した。お正月には「お年玉」がもらえる。美
味しい「おぞう煮餅」が食べられる　　と、
　⑴　もういくつねると、お正月
　　　お正月には凧揚げて
　　　コマを回して　遊びましょう
　　　早く来い来い　お正月
　⑵　もういくつねると、お正月
　　　お正月にはマリついて
　　　追い羽根ついて　遊びましょう
　　　早く来い来い　お正月

と、唄いながらお正月を待ちました。
　お正月の日はお手伝い仕事をしない日。思いきり遊べる日でした。
　家の中での遊びは、カルタ取り、福笑い、スゴロク、絵かきうた、お手玉、糸あや取り
など多人数で楽しむことができました。
　外遊びの凧揚げでは、つめたい北風が吹くと凧は空高く舞い揚がります。『凧、凧揚が
れ風よく受けて、凧、凧揚がれ天まで揚がれ　　』と大きな声で唄いながら空高く舞い揚
がる凧の糸を操りながら高さを競い合う遊びでした。
　ドキドキ、ハラハラ　　、不安いっぱいの遊びは「福笑い」でした。見えない不安！み
んなの笑い声！「右、右、もうちょっと！」などの声を頼りの遊び　　目かくしをして「お
福さんのお面」に目鼻口まゆげを定位置にならべる遊びです。見るのは、おもしろく、ま
た囃

はやし

子立
た

てるのも楽しみでした。目かくしをはずして出来上がりを見るのも不安であって
楽しい遊びでした。
　今、８０年前を思い出すとき、羽根つきで失敗すると顔に墨をぬるのも、お福さんのお
面に目鼻口を置いて遊んだ福笑いも、お正月であったように思われる　　。

「私が子どもだった昭和の初め頃、今から８0 年ほどの前の山里の遊びです。」

～ お正月の遊び ～



えそミンチに生姜やネギなどの薬味・
ごまを入れたら、風味も栄養価もアップ！
ココロもカラダもおいしく温まります♪

五感で感じるふるさとの味五感で感じるふるさとの味五感で感じるふるさとの味

お届け内容
年４回「ふるさとかわら版」／年１回「ふるさと味の宅配便」

会費　年額2,000円
お申込み、お問合わせ先
　㈶周南市ふるさと振興財団「ふるさと産品の店“こあ”」

　〒745-0007周南市岐南町7-10　☎0834-22-8516
Eﾒｰﾙ：furusato@city.shunan.yamaguchi.jp

ふるさと通信会員ふるさと通信会員募集！

ふるさとかわら版編集委員

かわら版に関するお問合せ先

発　行

ホームページ 　　　　　　　　　　　　　http://gokan-furusato.org/


