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平成 24 年８月１日現在

７月２８日（土）大歳小学校グラウンドを会場に、『第２６回おおとし夏まつり』が盛大に開催
されました。午前中の準備は、にわか雨に見舞われましたが、午後からは好天に恵まれ、
まつり会場はたくさんの人で賑わいました。
恒例のもちまき

大歳子ども太鼓の演奏

消防団の『紙芝居』

大人気のバルーンアート
大好評♪炭火焼ステーキ
サマーちょっとジャンボ宝くじ

ご来場の皆さま、実行委員の皆さま、ありがとうございました。

８月１９日（日）午前８時３０分から、平川小学校グラウンドで、
山口市消防団鴻南方面隊（大歳・平川・吉敷分団）の１日訓練が行われ、
大歳分団からは２４名の団員が参加されました。
今回の訓練は、団員の技能向上と指揮命令系統の確認を目的として行
われ、服装点検の後、整列・敬礼等の基本動作を確認する「各個訓練」、
隊列を組みながら行進・停止する「部隊訓練」、大隅博志山口市消防団
長の「教養（講話）」の３つの内容で実施されました。
暑い中、団員のみなさんお疲れ様でした。
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下記の日程で地区バドミントン大会を開催します。奮ってご参加ください。
更に今年は、オリンピック開催年の特別企画として、小学生のみの部も
行いますので、小学生の参加もお待ちしております。
日 時 ９月３０日（日）開会式 ８：３０～
場 所 大歳小学校体育館
競技種目 分館対抗の部、クラス別による個人の部（混合ダブルス）、小学生の部（シングルス）
主 催 大歳体育振興会
主 管 大歳バドミントンクラブ
※参加を希望される方は各自治会の分館長または体育委員の方へお申し込みください。
問い合わせ 大歳体育振興会（大歳地域交流センター内 ℡ ９２２－４０３５）

「体重や体脂肪を減らしたい」「運動の方法

日 時 ９月１５日（土）１３：３０～１５：３０

を教えて欲しい」「食生活を見直したい」な

内 容 ☆三世代で昔の遊びを楽しみましょう！

ど、健康づくりに関するお悩みや疑問・相談

・万華鏡をつくろう！（先着２０名）

などある方は、お気軽に健康相談を御利用く

・お手玉、あやとり、けん玉、

ださい。まずは一度お越しになりませんか？

こま、サイコロパズル
囲碁、将棋などで楽しく遊びましょう！

日
場
内

時：９月１４日（金）10：00～11：30
所：大歳地域交流センター 講座室
容：保健師による健康相談・血圧測定
・体脂肪測定・尿検査
料 金：無料
問い合わせ：山口市保健センター
（☎ ９２１－２６６６）

☆名人も来ます！
名人から技を習っちゃいましょう！
場 所 大歳地域交流センター ２階講堂
参加費 １００円
お問い合わせ

お待ちしてます！

吉野（℡９２２－５２８６）
※どなたでもお気軽にご参加ください。

８月９日（木）、大歳地区花いっぱい運動の花壇審査が行われました。
今年も日差しが強く、雨が少ない中で、水やりや草とり作業などに大変苦労されたことと思い
ますが、どの団体も手入れの行き届いた花壇でした。審査結果は下記のとおりです。
表彰は、１１月４日（日）の大歳まつりで行われます。
子ども会花壇部門
自治会花壇部門
優秀賞 上矢原子ども会（山口市審査へ）
優秀賞 上湯田上自治会子ども会
優良賞

坂東自治会
福寿会花壇部門

優秀賞

朝田福寿会

優良賞

今井福寿会

優良賞

下湯田子ども会（山口市審査へ）

優良賞

岩富子ども会

（山口市審査へ）
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市民のみなさんと市長とが直接対話を行う移動市長室を開催します。
今年度は『市長と語ろう

地域の今、これから』と題し、今後のまちづくりの展望や地域課題等の共有を図

るとともに、日ごろみなさんが感じておられる疑問や、提案などについて、市長が直接伺います。
どなたでも参加できますので、多くのみなさんの参加をお待ちしております。
（事前の申し込みは不要です。）
■日 時 ９月２６日（水） １９時～２０時３０分
■場 所 大歳地域交流センター ２階 講堂
■内 容 ・市政報告 ・まちづくり、地域づくりについての懇談
■問い合わせ 市広報広聴課 ０８３－９３４－２８８４

・市政全般に関する懇談

大歳走友会では、来年１月１４日（月・祝）に山口きらら博記念公園で開催される『第８回山口市民駅
伝競走大会』に出場するため、ランナーを募集しております。中学生以上なら男女は問いません。
奮ってご参加ください！
一緒に
なお、走友会９月の定例練習会は下記のとおりです。
走りませんか？

日
時
集合場所
問い合わせ

９月２９日（土）１８：００～１９：００
維新百年記念公園テニスコート駐車場
中野（℡９２５－３９５１）

母推さんの子育て応援講座

赤ちゃんとの豊かなふれあいを楽しみませんか♪
日 時 ９月１２日（水） １０時～１２時 （受付９時半～）
場 所 大歳地域交流センター
講 師 ＲＴＡ指定スクール 陽花（はるか）
認定講師 荒木 和子先生ほか
対 象 ０才児とその保護者 ２０組
持ってくるもの バスタオル、飲み物、おむつ
申し込み 大歳地域交流センター ＴＥＬ ９２２－４０３５

【大歳地区９月の行事予定】
火曜日 パソコン相談日（中級）【10:00～15:00】
金曜日 パソコン相談日（初級）【9：00～12：00】
※ 14 日（金）は 13：00～16：00
2 日(日) 山口市民体育大会
6 日(木) 燃やせないごみの日
9 日(日) 交流ｾﾝﾀｰ定期利用団体自主清掃（8：00～）
11 日(火) 金属・小型家電製品の日
12 日(水) 子育て応援講座（10：00～12：00）
14 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
14 日(金) 健康・介護予防相談（受付 10：00～11：30）

16 日(日)
19 日(水)
24 日(月)
26 日(水)
26 日(水)
26 日(水)
28 日(金)
28 日(金)
30 日(日)

大歳地区敬老祝賀会（大歳小学校体育館）
びん・缶の日
古紙ペットボトル分別収集（東）
子育て広場 “風和里” （10：00～15：00）
古紙ペットボトル分別収集（西）
移動市長室（19：00～20：30）
子育て支援 “太陽クラブ”（10：00～13：00）
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
地区ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会（大歳小体育館 8：30～）
※木曜日はプラ容器包装分別収集
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大歳の人(30)

山根文季

萩城下の名眼科医

山根文季は、前回この欄で紹介した小野為八の父であり、矢原村で眼科医として名声を博した重
宗良策の次男です。名を正直といいました。青年期まで過ごしたところは、矢原の小字蔵光で、山
根保夫さん宅の前の「げんだ川」という灌漑用水路を隔てた南側でした。父の重宗良策は、40 歳の
頃、手足の麻痺で仕事ができなくなったので、藩医になるという念願を文季に託しました。文季は、
この志を受け継ぎ、努力したので、萩城下で御雇医となり、寺社組になり、後、城番になりました。
毛利の殿様から萩の東香川津に広大な土地を貰い、眼科医として開業しました。患者が来て必要と
あれば家に泊め飲食をともにしましたし、薬代が払えない人にも薬を与え、更に貧しい人には、金
銭まで与えたようです。従って、住民から慕われ患者が引きも切らず押し寄せた、とのことです。
平素は倹約家だったようです。無口で仕事をしているようでしたが、親しみがあり、また、酒を好
んだようです。客が来れば親しく飲み、飲めば客が大笑いをするほど、客を楽しませたようです。
山根文季は、吉田松陰との親交篤く、安政５年（1858）、全国的に流行病が蔓延しましたが、文
季がこれに罹り亡くなった時、当時幽閉中の松陰が「山根文季墓誌銘」と題して文を起しています
（吉田松陰全集第五巻、259 ㌻）。このことは、相模湾に黒船
来航を知るや願い出て、息子の小野為八と共に東奔し、藩の役
目を果たしたことからわかります。文季が亡くなったのは 57
才の時でしたが、これは松陰が亡くなる 1 年前でした。現在夫
婦ともに葬られた墓が、萩の前小畑にあります。雅号を、伴鶴
堂といいましたので、墓には、「伴鶴堂文翁季龍居士」と刻ま
れています。時世を憚って松陰が書いた「山根文季墓誌銘」は
ありませんが、漢学者、羽仁平信が松陰に代わって書いたもの
が「山根文季碑銘」と題して高さ約 1.8ｍ、横約 0.8ｍの石碑
に彫られて、文季の屋敷の内に設置されています。現在、ご子
孫の山本憲二様が所有・管理されています。同ご子孫の山本胃
腸内科院長、山本貞壽先生のご案内により写真を撮影させてい
ただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。
屋敷跡右側にみられる
（大歳史談会、文責 井手明雄）
「山根文季碑銘」
屋敷の右側にみられる
「山根文季碑銘」

萩市前小畑にある
山根文季夫妻の墓

萩市前小畑にある山根文季屋敷跡

