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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は、大歳地域交流センター主催講座をはじめ、各種事業や行事等に
ご協力を賜り、誠にありがとうございました。お陰様で、充実した事業活動を
収めることができました。
本年も、昨年より増して、より親しまれ、愛される地域交流センターを
目指し、職員一同心をひとつにしてさらに努力して参ります。
これまでと同様に皆様方のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
大歳地域交流センター 職員一同
大歳地区子ども会よりお知らせ
「どんど焼き」とは、小正月（こしょうがつ＝1 月 15 日）の行事
で、輪飾り・かきぞめなどを燃やすお正月の火祭り行事です。どん

三世代でどんど焼きに行こう！（申し込み不要）
ぜんざいのお接待もあります

ど焼きの火に当たったり、焼いた団子を食べれば、その１年健康で
いられるとの言い伝えもあります。

日 時 平成２５年１月１２日（土）１０：００～１１：００（※雨天中止）
場 所 大歳小学校グラウンド
今年も大歳小学校グラウンドで開催いたします。輪飾り・かきぞめなどを
持参してください。お餅などを持参されても結構です。
※ 輪飾りの金具等は燃えませんので、必ず外して持参してください。
問い合わせ：西坂 （090-6416-9155）

七草がゆを食べるということはどのような意味があるのでしょうか？
少しだけ勉強して、まずはみんなで七草を探しに行こう！
採ってきた七草を使っておかゆを作ります。
七草を食べてこの１年を元気に乗り切ろう！
日 時 平成２５年１月７日（月）１０：３０～１３：００
場 所 大歳地域交流センター １階 講座室
問い合わせ 大歳地域交流センター ℡９２２－４０３５
※ 事前の申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。
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平成２５年１月１３日（日） 山口市民会館
１４：００～１５：３０

記念式典 茶話会

【記念写真撮影時刻・場所】
大歳地区 １５：００ 市民館小ホール

【送迎バス】※要申し込み
※写真撮影集合時間に遅れないようにお願いします。
往路 大歳地域交流センター １３：００発
なお、写真は交流センター後援会より新成人の
復路 山口市民会館
１５：４５発
●問い合わせ 市社会教育課 ℡９３４－２８６５ 皆さんへのお祝いとして、無料で差し上げます。

1 月のご案内
お待ちして
おります！

大人から子どもまでたくさんの方がつどい、楽し
く交流する場として毎月第３土曜日に開催してい
ます。
皆さんお誘いあわせの上ご参加ください。お一人
でお見えになってもすぐにお友達もでき、楽しい
ことまちがいなしです！
日 時：平成２５年１月１９日（土）
１３：３０～１５：３０
場 所：大歳地域交流センター ２階 講堂
内 容：☆新年を祝って銭太鼓をしよう！
☆正月遊び・食育かるた
などして
・山口弁かるた
楽しもう！
・百人一首
☆ぜんざい会もあるよ！
会 費：１００円
問い合わせ：吉野（ＴＥＬ ９２２－５２８６）

「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１度お
越しになりませんか？
日 時：平成２５年１月１１日（金）
１０：００～１１：３０
場 所：大歳地域交流センター １階 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）

１１月２５日（日）に大歳小学校体育館で開催された、
分館対抗ソフトバレーボール大会の結果をご報告します。
優 勝 岩富Ｂ分館
準優勝 中矢原Ａ分館
三 位 下矢原Ｂ分館 ・ 岩富Ａ分館
Ｂ級の部 優勝 中矢原Ｂ分館
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山口市では、絵本に関心を持ち始める時期の乳児とその保護者を対象に、絵本を無料で贈呈し、
絵本を通して親子の絆を強めることができる「ブックスタート体験会」を開催しています。ぜひ
ご参加ください。
１ 日時 平成２５年１月１１日（金）
１０時 ～ １２時、１４時 ～ １６時
２ 場所 大歳地域交流センター ２階 和室
３ 対象 平成２４年４月２日から平成２４年６月３０日
の間に生まれた乳児とその保護者
※受付は随時行います。所要時間は１５分程度ですが、
ボランティアさんと遊んだり、お友達づくりもできます。
対象者にはハガキでご案内いたします。
４ 問い合わせ 山口市立中央図書館（ＴＥＬ ９０１－１０４０）

大歳走友会からのお知らせ
市内各地で開催しています山口市人権学習講座が
２月は大歳地域交流センターで開催されます。

平成２５年１月１４日（月・祝）
きらら博記念公園多目的ドーム前９時３０分スタート
「第８回山口市駅伝競走大会」に大歳走友会より、

本講座を通じて、人権について考えてみませんか。

体協の部、一般２部の部に合計３チーム出場予定です。

【演題】

今年も選手一同頑張りたいと思いますので、

『市内で、こんな２組の親子に出会いましたけど・・・』
【講師】
霜川 正幸 氏 山口大学教育学部 准教授

皆さんの暖かいご声援をお願いいたします。

☆１月の「走ろう会」☆
１月の走ろう会は１月２６日（土）午後６時から
７時まで、維新公園テニスコート前集合です。
お気軽にご参加ください。
お問い合わせ 中野（℡９２５－３９５１）

日 時 平成２５年２月１２日（火）１３：３０～１５：３０
場 所 大歳地域交流センター ２階 講堂
定 員 ３０人程度（要申し込み）
申込・問い合せ 人権推進課 ℡934-2784

【大歳地区１月の行事予定】
大歳地域交流センター閉館日
※平成２４年１２月２９日（土）～平成２５年１月３日（木）
火曜日パソコン相談日（中級）【10 時～12 時、13 時～15 時】
金曜日パソコン相談日（初級）【9 時～12 時】
※４日（金）、１１日（金）はお休み
6 日(日) 地区消防出初式祝賀会
7 日(月) 七草がゆの会（10：30～13：00）
１１日(金) 燃やせないごみの日
11 日(金) 健康・介護予防相談 （受付 10：00～11：30）
11 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
12 日(土) 大歳地区どんど焼き（大歳小グラウンド）

13 日(日) 山口市成人式 （山口市民会館）
14 日(月・祝) 第８回山口市駅伝競走大会（きらら博記念公園）
23 日(水) びん・缶の日
23 日(水) 子育て広場 “風和里”（10：00～15：00）
25 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
25 日(金) 子育て支援 “太陽クラブ”（10：00～13：00）
28 日(月) 古紙・ペットボトル分別収集（東）
29 日(火) 金属・小型家電製品の日
30 日(水) 古紙・ペットボトル分別収集（西）
※木曜日はプラ容器包装分別収集
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人力車・客馬車大繁盛

今年の 2 月 20 日は鉄道山口線（小郡～山口間）の開業 100 周年に当たりますので、この線の開通に至るま
での歴史を３回にわたり回顧してみます。（「大歳の人」は、その間休みます）
「♫ 汽笛一声新橋を…… ♫」と新橋～横浜間に鉄道が開通されたのは、明治５年(1872)、やがて東海道線
が全通し、山陽線が東から西へ延長されて三田尻（防府市）に達したのは明治 31 年(1898)でした。当時の山陽
鉄道会社はここから山口町を経由して赤間関市(下関)に延長するように計画がたてられましたが、地元山口では、
「汽車が通ると客が泊まらなくなり、町が寂れる」と、猛烈な反対運動が起こりました。結局、山陽鉄道線は
小郡を経由して 33 年厚狭まで、翌年には赤間関市まで全通しました。
小郡に駅ができると、県都山口の玄関口として、人も物資も小郡駅（現在の新山口駅）へ集中しました。そ
のため、山口～小郡間の県道（石州街道は椹野川改修で新堤防に移る）の交通量は激増し、荷馬車が列をなし、
人力車や乗合馬車が増加しました。大歳村はこの県道が縦貫していたので、村民はその賑わいに圧倒されるば
かりでした。当時、鉄道のない山口～小郡間を結ぶ人力車は乗り物の花形でした。政府の高官達が帰郷すると、
人力車を 10～20 台と連ねて県道を往来しましたから壮観なものでした。また、客馬車と呼ばれた乗合馬車も
登場し賑わいました。これは、黒塗りの箱形で 10 人位乗れる車を馬が曳くのです。和田の堤防（県道）には茶
屋があって、客馬車が着くと馬に飼料を与えたり、お客には窓から名物「外郎」と番茶が差し入れられて一服
していました。出発は、馬丁が馬の口を取ってラッパをプープーと吹いて合図し、御者が一鞭当てるとポッコ
ポッコと走り出しました。100 年前の県道はまことにのどかでした。
しかし、鉄道沿線から外れた山口町は、経済的・文化的
にも大きな損失を招き、発展から取り残されることになり
ました。県庁移転問題まで起こり、山口の有志は、その失
態に気付き山口に鉄道支線を敷く運動を起こすのです。
山口・小郡の有志が奔走して軽便鉄道建設の計画をたて、
大日本軌道会社と合同して山口支社を置き、明治 41 年
(1908)7 月に鉄道建設が着工されました。（続きは来月号）
（大歳史談会）

明治末年、小郡駅構内

明治末期、乗合馬車

明治 38 年、小郡駅舎

