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大歳教養講座「初夏のお花の寄せ植え教室」
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平成 25 年 6 月１日現在

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『市長といっしょに未来トーク「みんなとつくる やまぐちをつくる」』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 ７月１１日（木） １８時３０分～２０時００分
■場 所 大歳地域交流センター ２階 講堂
■内 容 ・市政報告 ・「後期まちづくり計画」についての懇談
■問い合わせ 市広報広聴課 ０８３－９３４－２８８４

日
場

・市政全般に関する懇談

時：８月３日（土）１８：００～２１：００
所：大歳小学校グラウンド

※ 雨天の場合は大歳地域交流センター前庭で縮小開催します。（舞台は中止）
※ 駐車場はありませんので、自転車や徒歩でまつり会場へお越しください。
自転車でお越しの方は所定の場所へ駐輪してください。
※

詳しくは、７月１５日号に配布するおおとし夏まつりプログラムをご覧ください

平成２５年７月

大歳交流センターだより

“安全で安心なおおとしのまちづくり”のた
めに「おおとしわんわんパトロール隊」の隊
員を募集します。
愛犬と散歩される方に「おおとし
わんわんパトロール隊」の帽子を着用
して普段どおりの散歩(パトロール)
をして頂くことにより、大歳地区の防犯意識
が高まり、空き巣・痴漢被害・その他の各種
犯罪を未然に防止することを目的とするもの
です
※ 集団による散歩（パトロール）や追跡等、
特別なことは行いません。
詳細は大歳自治振興会（℡920-1700）
にお尋ねください。

Ｎｏ.５２

日 時 ７月２0 日（土）
１３：３０～１５：３０
内 容 ☆第 5 回歌声喫茶
「みんなで歌おう懐かしの歌」
みどりのそよ風、埴生の宿、旅人よ など
講 師 吉末 智津子 先生
場 所 大歳地域交流センター ２階 講堂
参加費 1００円（楽譜、喫茶代）
お問い合わせ
吉野（TEL９２２－５２８６）、大隅（TEL９２４－７４７５）
※どなたでもお気軽にご参加ください。

■開催日時
■場
所
■日
程

７月１４日（日）１２：２０～１５：００
やまぐちリフレッシュパーク メインアリーナ（山口市大内長野１１０７）
１２時２０分から オープニング・アクト（出演：サンマルポッセ）
１２時５０分から アトラクション（スパイクで百発百中、トスでバスケット）
１３時１５分から フレンドリー・マッチ ドリームチーム（元全日本選手）VS 山口市選抜チーム
（吉敷クラブ、小郡ふしのクラブ、山口クラブ寿）
１４時４０分から ドリーム抽選会
■ そ の 他 ・入場は無料ですが、整理券が必要です。（整理券は市生涯学習・スポーツ振興課、市内各地域交
流センター、やまぐちリフレッシュパーク、山口南総合センター、山口市スポーツの森・西京
スタジアムで配布）
・ 整理券は数に限りがあります。無くなり次第終了しますのでご了承ください。
■問い合わせ先 市生涯学習・スポーツ振興課 TEL０８３－９３４－２９１２ FAX０８３－９３４－２６６５

大歳自治振興会では今年も「大歳地区花壇コンク
ール」を開催します。毎年子ども会を中心に自治会、
福寿会の皆さんにご参加いただいております。今年
も、審査を 8 月上旬に予定しています。花を植え、

６月２日（日）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にて開催された地区バレーボール
大会の結果を報告します。

男子

育てることにより、地域の皆さんのふれあいが深め
られ、道行く人の心もなごませてくれます。大歳を
花でいっぱいにしましょう。
募集等の詳細については後日お知らせします。

女子
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選手の皆さん

問い合わせ先

大歳自治振興会事務局

電話

９２０－１７００

お疲れ様でし
た!!

平成 2５年７月

大歳交流センターだより
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大歳地区教養講座

“ 夏を元気に乗り切るサッパリスタミナ料理 ！”

メニュー
☆ トウモロコシの炊き込みご飯
☆ 豚肉と卵のお好み焼き風
☆ 生姜の佃煮風

日

☆ なすとツナのピリ辛炒め
☆ 豆腐みそスープ
☆ 抹茶のゼリー

持参品：エプロン、三角巾
定 員：先着２０名（定員になり次第締切）
申し込み：大歳地域交流センター

場
会

時：７月２５日（木）
１０：００～１３：００
所：大歳地域交流センター
費：１００円

（℡922-4035）

大歳自治振興会では、大歳地区内に住んでいる小学校５、６年生を対象に「東日本大震災に学ぶ」と
して、震災から地域の防災を考える事業を実施します。
○日

時：

平成２５年８月２３日（金）～

８月２５日（日）

○内

容：

福島市内での屋内広場などの視察、除染作業の映像、小学生同士の交流会や意見交換会
南相馬市、石巻市での津波被災状況の視察、研修
※視察の行程には、大歳自治振興会役員が引率します。

○申し込み：７月１６日（火）までに大歳自治振興会事務局に、申込書と作文をご提出ください。
（申込書は大歳自治振興会事務局にあります。）
作文のテーマは「東日本大震災について感じること」原稿用紙 1 枚（４００字程度）とします。
○募集対象：大歳地区内に住んでいる５年生、６年生の児童
○参加費：

１０名

１０，０００円（交通費、宿泊費、保険料、食事代、を含む）
不明な点は大歳自治振興会事務局（TEL083－920－1700）までお問い合わせください。

【大歳地区７月の行事予定】
火曜日 パソコン相談日（中級）【10:00～12:00】
金曜日 パソコン相談日（初級）【9：00～12：00】
※ 12 日(金) は 13：00～16：00
1 日(月) 燃やせないごみの日
8 日(月) おおとし夏まつり実行委員会（19：00～）
10 日(水) 子育て応援講座（10：00～12：00）
11 日(木) 移動市長室(18:30～20:00)
12 日(金) 健康相談・介護予防相談（10：00～11：30）
12 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
16 日(火) 金属・小型家電製品の日

17 日(水) びん・缶の日
21 日(日) 地区子ども会球技大会（大歳小グラウンド）
24 日(水) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
24 日(水) 子育て広場 “風和里” （10：00～15：00）
26 日(金) 子育て支援 “太陽クラブ”（10：00～13：00）
26 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
27～28 日 キッズフェスティバル
29 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
※木曜日はプラ容器包装分別収集

平成 25 年 7 月

大歳の人

大歳交流センターだより
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藤井綠水

二蕉庵十二世

俳句・俳画の大先生として知られた藤井緑水です。本名は藤井康雄、
明治 43 年（1910）宮野に生まれ、戦後、矢原に居を構えました。
昭和 23 年、山口大学の事務職として在職中に俳句会を結成して句
作を始め、更に伊万里市円通寺の森永杉洞老師に師事して研鑽を積み
ました。また、日本画も習得して昭和 28～30 年には人事院主催の公
務員レクレェーション地区大会で連続受賞するなど活躍しています。
昭和 31 年から西日本俳句会を主宰しています。山口大学を退職後
は、大歳公民館での「大歳俳句会」「大歳俳画教室」（15 名）をは
じめ、「新樹句会」（50 名）を主宰して指導に当たり、後進の育成
に努めました。
昭和 54 年からは市内で俳句を志す各流派・各句会 14 団体で組織す
る山口市俳句協会の会長や理事を歴任するなど、日本文化としての俳句の隆盛にも寄与しています。
昭和 59 年には二蕉庵十二世を襲名しています。この二蕉庵とは、明治 43 年（1910）ごろ山口に
来住した二蕉庵紫香（本名は鎌田三伯）が、自ら芭蕉の正風を継ぐ者と自認して宮野で俳句の手ほ
どきを始め、大正初期には防長新聞俳壇の選者になるなど、この頃の防長俳壇に大きな足跡を残し
ました（常栄寺に紫香の句碑「もみぢして落葉して呵々朽葉かな」がある）。この俳風を継いだ緑
水は、「俳句の終局は人間性である。芭蕉の言う俳禅一味を目指し、客観写生を…」と説いていま
すが、また「俳句も俳画も道は遠い、卒業ということはない、一生涯では到底極めることは出来な
い…」とももらしていました。
昭和 60 年以後、読売文化センター・山口社会保険センター・NHK 文化センターの俳句・俳画教室
の講師も務め、山口の俳句界に貢献しました。平成 4 年には山口市文化功労者として表彰されてい
ます。なお、宮野の法明院境内に「藤仰ぐ善男善女開山忌」
の句碑（昭和 63 年建立）があります。著書には、「新樹」
1～6 集、「俳画と俳句」1～3 集があります。 平成 16 年
に逝去されました。享年 85 歳でした。
（大歳史談会 文責：山内明一）

藤井緑水の手による俳画の一
つ

宮野の法明院境内にある句碑

