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５月１９日（日） 開会式 ８：３０～
大歳小学校体育館
大歳体育振興会
大歳卓友会

参加希望の方は、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。個人の部は当日の飛び入り参加もできます。
奮ってご参加ください。参加賞もあります。
※個人の部は、分館対抗の部の閉会式終了後に開始します。
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 ℡ 922‐4035）

第 36 回大歳地区分館対抗バレーボール大会を維新百年記念公園スポーツ文化センターで開催しま
す。地区内の親睦を深めつつ、ボールを追って気持ちの良い汗を流しましょう。一生懸命プレーする姿に
ご声援をお願いいたします。参加希望の方は、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。奮ってご参加ください。
日 時
場 所

６月２日（日） ８：３０ ～ 開会式
維新百年記念公園スポーツ文化センターレクチャールーム

主 催

大歳体育振興会

大歳自治振興会
が設置しました

平成 2５年５月

大歳交流センターだより

Ｎｏ５０

母推さんの子育て応援講座

風薫る季節、友だちづくりを始めてみませんか？
日 時：５月８日（水） １０時～１２時
場 所：大歳地域交流センター ２階 和室
対 象：乳幼児とその保護者、妊娠中のプレママ
定 員：２５組
申し込み：大歳地域交流センター
ＴＥＬ ９２２－４０３５

★
☆
★
☆

メニュー
手遊び・歌
保健師さん･母推さん紹介
参加者自己紹介
茶話会

大歳地域交流センター
定 期 利 用 団 体
日 時：５月１０日（金）１０：００～１１：００
場 所：大歳地域交流センター ２階 講堂
○音楽にあわせて、準備体操、有酸素運動、筋力トレーニング、ストレッチを行う
１時間のフィットネスです。頭を空っぽにして、周りを気にせず楽しんでください。
運動ができる服装で、室内用運動シューズ、汗拭き用タオル、飲み物をご持参ください。
※事前の申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。

■

チャレンジデーとは？

・運動を習慣づけることを目的とし、毎年 5 月の最終水曜日に世界中で行われるスポーツイベントです。
人口規模がほぼ同じ自治体同士でスポーツや運動を行った住民の「参加率（％）」を競い合います。
※今回の対戦相手は千葉県市原市です。

■

参加するには？

・5 月 29 日(午前 0 時～午後 9 時)、市内で 15 分以上体を動かし、集計センターなどに報告をするだけで
す。特別、何かの大会などに登録・参加する必要はありません。散歩や徒歩での通勤・通学なども対象
となります。
★参加者 10 万人を目指して、積極的なご参加を
お願いいたします。
★詳細は市報やチラシ等でお知らせします。

山口市チャレンジデー実行委員会事務局
お問合せ

(山口市生涯学習・スポーツ振興課内)
TEL：９３４－２９１２
FAX：９３４－２６６５

平成２５年５月

大歳交流センターだより

Ｎｏ５０

“大歳をもっと住みよいまち”にするために一緒に考えましょう！

～参加者募集中！みんなで気軽に座談会～
大歳自治振興会では、大歳地区をもっと住みよいまちにするため、皆さんからいろんなご意見を伺いた
いと思っています。たとえば…「現在、あなたが困っていること」、「あなたが考える大歳を元気にする
方法」など、何でもありです。あなたの参加をお待ちしています。
※この座談会でのご意見は、大歳地区地域づくり計画（計画期間：平成 26～30 年度）策定の基礎資料と
なります。
開催日時

第１回 ５月１５日（水）１９：００～
第２回 ５月２２日（水）１９：００～
場
所 大歳地域交流センター
申し込み・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）
TEL ９２０－１７００
※どなたでもご参加いただけます。身近な話題から皆さんの地域づくりへのご意見をお聞かせください。

― ペーパーフラワーづくり ―
おひとり住まいの高齢者の方へお配りするふれあい
弁当（大歳地区社会福祉協議会事業）に添えるペー
パーフラワーを作ります。お手伝いいただける方は、下
記の日時に交流センターにお越しください。

日 時 ５月１８日（土）

１３：３０～１５：３０

内 容 ☆陶芸教室
今年のテーマは「おじぞうさま」
お好きなお顔や形の世界にたった一つ自分

日 時：５月２２日（水） １３：００～１５：００
５月２９日（水） １３：００～１５：００
６月 ５日（水） １３：００～１５：００
（時間が変更になっています。ご注意ください。）

場 所：大歳地域交流センター ２階 講堂
持ってくるもの：工作用はさみ、お手拭き
問い合わせ：大歳地区社会福祉協議会事務局（℡ 920-1700）

だけの「お地蔵様づくり」
場 所 大歳地域交流センター ２階 講堂
材料費 ５００円
お問い合わせ 吉野（TEL９２２－５２８６）
※どなたでもお気軽にご参加ください。

【大歳地区５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】
※３日（金）は休み、１０日（金）は 13：00～16：00
3 日(金)
6 日(月)
8 日(水)
10 日(金)
1３日(月)
1５日(水)
1５日(水)

ぶっくん来館日（15：20～16：00）
剣友会 25 周年記念大会
子育て応援講座（10：00～12：00）
健康・介護予防相談（10：00～11：30）
燃やせないゴミの日
第 1 回大歳地区住民座談会(19:00～)
びん・缶の日

16 日(木)
17 日(金)
19 日(日)
22 日(水)
22 日(水)
23 日(木)
24 日(金)
29 日(水)
29 日(水)
31 日(金)

バレーボール大会監督者会議(19:00～)
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
大歳地区卓球大会
第２回大歳地区住民座談会(19:00～)
古紙ペットボトル分別収集（東）
金属・小型家電製品の日
子育て支援 “太陽クラブ”（10：00～12：00）
古紙ペットボトル分別収集（西）
子育て広場 “風和里 ”（10：00～15：00）
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
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養元寺 18 世住職

村上織江

村上織江（しょっこう）は、浄土真宗本願寺派瑞龍山養元寺
の 18 世の住職さんでした。
寺伝によりますと、「当寺は寛永年間（1624～1643）に僧、
教春によって現在地に一宇を建立して寺号を教正寺と号せり」
となっていましたが、教正寺 13 世恵明のとき寺号を養元寺と改
称、現在にいたっています。18 世織江師は、慶応 3 年(1867)11
月 11 日、17 世恵明の子として生まれ、明治 26 年、18 世住職
を拝命されています。
明治 37 年(1904)2 月 6 日から日露戦争には軍隊布教師として

村上織江夫妻

従軍、第３師団長大島義昌閣下に随従として布教に従事、その
功により勲章や袈裟等をお受けになっています。養元寺境内にある「従軍記」の碑には、従軍され
た時のことが記されていますが、養元寺にも原文が見当たらず碑の文字も風化して拓本をとること
ができず残念です。嘗て総代会衆に当選し軍隊布教師として 30 年間務め、大正 13 年には広島逓信
局の嘱託講師にも任命され、山口県仏教団の団長も務められています。昭和 10 年頃の養元寺は、
山門を入ると広場が有り遊具のブランコが２台有り、近隣の子どもの遊び場で、何時も子どもの笑
声が満ちているお寺でした。農家の最も忙しい田植えの頃には非農家の奥様達が手伝いをして「託
児所」が開かれ檀信徒を問わず、子どもを預かって大変喜ばれていました。普段、養元寺の境内は
子どもの遊び場で、喉が渇けば勝手に台所に入り水を飲み、時には坊守さんと顔が合っても知らん
顔、又ブランコだけでは物足りない男の子達は本堂や書院の床下に潜り込み、出てきたところを坊
守さんと顔が合っても知らん顔、畑の中にあった甘柿は子ども達のもの、広い養元寺の境内は子ど
も達の遊びの天国でした。
師は昭和１９年７月２７日に入寂されました。７８歳でした。

現在の養元寺本堂

境内にある
「従軍記」の碑

（大歳史談会

文責：藤井晃）

織江師が書いた書（山根保夫氏所有）

