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お１００姓さん稲刈り

人

数

13,234

世帯数

6,046

平成 24 年１０月１日現在

バレーボールよりも大きくて軽く軟らかいボールを使う、誰でも、いつでも、どこでも楽し
めるスポーツです。ご近所さんとの親睦を図り、日ごろの運動不足を解消するため、みんなで
気持ちよく汗を流しましょう。１チーム４人以上で編成します。※競技者４名（男女各２名）
皆さん奮ってご参加ください。
日 時：１１月２５日（日）開会式８：３０～
場 所：大歳小学校体育館
主 催：大歳体育振興会
主 管：大歳ソフトバレーボールクラブ
問い合わせ：大歳体育振興会事務局
（大歳地域交流センター内 TEL９２２－４０３５）

１１月４日（日）に開催する大歳まつりの掘り出し物市で販売する品物
（遊休品、日用品など）の提供にご協力ください。
「掘り出し物市」で得た収益金は、交流センター調理室用品の
充実に大切に使わせていただきます。
※大歳地域交流センターまでお持ちください。
大歳地域交流センター定期利用団体

色々な曲を斉唱でのびのびと歌っています。
今回は、復興支援ソング「花は咲く」、ハウルの動く城より「世界の約束」、ドイツ民謡「苦しき
夢」などです。メンバーの年代も、歌の経験もさまざま、お気軽にご参加ください。
日 時 １１月６日（火） １３：３０～１５：００
場 所 大歳地域交流センター ２階講堂

※事前の申し込みは不要です。

平成２４年１１月

大歳交流センターだより
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９月３０日（日）大歳小学校体育館にて開催されたバドミントン大会の
結果をご報告いたします。
Ａブロック
Ｂブロック
優 勝 中矢原Ａ分館
優 勝 上矢原Ｂ分館
準優勝 下湯田分館
準優勝 和田分館
三 位 上矢原Ａ分館
三 位 中矢原Ｂ分館
出場された選手の皆さんお疲れさまでした。
※ 大会会場にバドミントンのラケットと女性用のジャンパー（フード付き）の
忘れ物がありました。お心当たりのある方は交流センターまでご連絡ください。

大歳地域交流センターでは、図書の貸し出しを行っておりますので、
皆さん是非ご利用ください。新刊図書もたくさん入刊しております。
マナーを
【利用案内】
守りましょう！
○貸出冊数/期間：１人６冊、最長２週間まで
○開室時間：平日の８：３０～１７：１５
初めて借りられる方は、事務室で図書カードをお渡しします。
○返却方法：開室時間内に図書室の元あった場所に返却してください。
なお、交流センター玄関横に設置してある市立図書館用返却ポストには
返却できませんので、お間違えの無いようにお願いします。
○その他分からないことがありましたら、事務室までお尋ねください。
※最近、図書室の利用マナーが悪くなっています。２週間の貸出期限を守ること、図書カードを
正しく記入すること、本を読んだら元の場所へ戻すこと、図書室で騒がないことなど・・・。
皆さんが気持ちよく利用できるようご協力ください。

はつらつクラブ

大人の居場所

「体重や体脂肪を減らしたい」「運動の方法を教
えて欲しい」「食生活を見直したい」など、健康づく
りに関するお悩みや疑問・相談などある方は、お
気軽に健康相談を御利用ください。まずは一度お
越しになりませんか。
日 時：１１月９日（金）１０：００～１１：３０
場 所：大歳地域交流センター 講座室
内 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）

日

時：１１月１７日（土）
１３：３０～１５：３０
内 容：☆まどみちお研究会の金子純さんを
お迎えして朗読会を開催します。
童謡を読んだり、歌ったりして
楽しみましょう!
☆茶話会
場 所：大歳地域交流センター ２階講堂
参加費：１００円
問い合わせ：斉藤（℡925-4103）
※

申し込みは不要です。小学生から大人まで
楽しんでいただけます。お気軽にお越しください。
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“ 炭火で焼いたサンマを食べよう！ ”
日

メニュー
ごはん（新米）
秋刀魚の塩焼き（炭火で焼きます）
さつま汁（大歳の野菜を使って）
おろし大根
果 物
その他

場
会

時：１１月１１日（日）
９：３０～１２：３０
所：大歳地域交流センター
費：２００円

持参品：エプロン、三角巾
定 員：先着３０名（定員になり次第締切）
申し込み：大歳地域交流センター
（℡922-4035）
担 当：山口市食生活改善推進員（ﾍﾙｽﾒｲﾄ）

大歳駅は昨年の「おいでませ！山口国体・山口大会」のメイン会場の最寄り駅として、全国からの多
くの選手や来場者の皆さんをお迎えしました。
今年度からは、大歳の地域づくり活動や市民のふれあいの場として、「交流列車おおとし」として出
発しました。更に、平成２５年２月２０日は大歳駅開業１００年にあたります。「交流列車おおとし」運
営委員会では、「交流列車おおとし」の利用促進と大歳駅の１００周年を記念して、「大歳駅とともに
１世紀」をテーマに記念イベントを開催することと致しました。
つきましては、皆さんのご家庭の押入れや引き出しの奥などに、大歳駅の歴史を伝える写真が眠っ
ていませんか？もしございましたら、大歳自治振興会事務局までご連絡ください。
例えばこんな物
が
【大正、昭和の写真】
大歳駅舎、駅舎周辺の風景、送迎風景（出征兵士、修学旅行等）、
また、大歳の田園風景等でも構いません。ご協力頂けますよう、よろしくお願いいたします。
問い合わせ：大歳自治振興会事務局（大歳地域交流センター内） TEL９２２－４０３５

【大歳地区 1１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】
※第２金曜日（9 日）は 13 時から 16 時
2 日(金) 燃やせないごみの日
4 日(日) 第 36 回大歳まつり（9：30～15：00）
9 日(金) 健康・介護予防相談（受付 10：00～11：30）
9 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
13 日(火) 金属・小型家電製品の日
14 日(水) 子育て応援講座（10：00～12：00）

17 日(土)
21 日(水)
23 日(金)
25 日(日)
26 日(月)
28 日(水)
28 日(水)
30 日(金)

ﾁｬﾚﾝｼﾞ・ｻﾞ・大歳お 100 姓さん収穫祭
びん・缶の日
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
大歳地区分館対抗ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
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）
子育て支援 “太陽クラブ”（10：00～13：00）
※木曜日はプラ容器包装分別収集
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大歳の人(32)

山根孝中

会津戦争で敵兵も治療した医師

山根孝中は、前回この欄で紹介した重宗良策の孫にあた
ります。良策の長男、恭安の次男として文政 6 年（1823）、
矢原村（現在の山口市矢原小字蔵光）で生まれ、同良策の
次男、山根文季の家に婿養子に入った人です。
孝中は、安政 5 年（1858）、36 歳の時に松下村塾に入門
し、吉田松陰から教えを受けています。吉田松陰の方が７
歳も年下で、同塾では最年長者のようでした。（海原徹『松
下村塾の明治維新』より）
同年、萩にコレラが流行し、養父の文季が死亡しました
ので、その家督を継ぎ、萩香川津の自宅に村医者として開
業しました。眼科医としての評判が良くて、文季同様に萩
城の一代雇医に取り立てられました。
山根孝中
元治元年（1864）、赤間関（あかまがせき）に出張し、
4 カ国連合艦隊との激戦に参加しました。連合艦隊との講和が成立した後も、奇兵隊
にしたがって防府の宮市に転陣しましたし、慶応元年（1865）、第二次征長軍の攻撃
（四境戦争）に備えて徳地に駐屯していた干城隊、狙撃兵や諸兵の隊付き医師として
勤務しました。
明治元年（1868）、戊辰戦争でも干城隊や奇兵隊にしたがって、越後口に向かい軍
医として従軍しました。戊辰戦争では、会津城攻略戦が苛烈な戦いであったため、多
くの死傷者を出しましたので、野戦病院では味方の治療に多忙を極めましたが、敵の
負傷兵にも治療を施しましたし、婦女子の救護にも当たりました。
除隊後は、香川津で眼科および外科の診療に当たりました。明治 31 年（1898）生
涯を閉じ、享年 76 歳でした。
昭和 31 年（1956 年）に、萩市椿東の松陰神社の境内に、松陰の塾生・門下生を御
祭神とする末社・松門神社が建立され、42 柱が祀られていましたが、平成 22 年（2010
年）松陰先生御生誕 180 年を記念して更に 10 柱を追合祀
し、現在その御祭神は 52 柱となっていますが、その中に、
山根孝中（仲）、小野為八が入っています。
（大歳史談会、文責 井手明雄）

萩市前小畑にある山根孝中の墓

萩市椿東の松陰神社境内の松門神社

