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８月３日（土）大歳小学校グラウンドを会場に、『第２７回おおとし夏まつり』が盛大に開催さ
れました。まつり当日は好天に恵まれ、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

大歳ひろめ隊のよさこい

サマーちょっとジャンボ宝くじ

大好評♪いか焼き

女性部の金魚すくい

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。

平成２５年７月２８日に豪雨災害が発生したことを受け、大歳地域交流セン
ターでは募金箱を設置し、義援金の受付を行っています。地域の皆様からお寄
せいただいた義援金の総額は２２，０３２円（８月２３日時点）となっていま
す。温かいお気持ちをお寄せいただきありがとうございます。今後も引き続き
義援金を受付けていますので、多くの皆様方の御協力をお願いします。お寄せ
いただきました義援金は、本市の配分委員会を経まして、本市の被災者の皆様
にお届けいたします。
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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。
今年も小学生のみの部を行いますので、小学生の参加もお待ちしております。
日 時 ９月 29 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
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
場
内

時：９月１３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）

日 時 ９月２１日（土）１３：３０～１５：３０
内 容 ☆フラダンスを体験！
出演：アロハフラ・花みずき
☆ハワイアン演奏を楽しもう！
出演：エコーアイランダース
場 所 大歳地域交流センター ２階講堂
参加費 ２００円
お問い合わせ
吉野（℡９２２－５２８６）
※ どなたでもお気軽にご参加ください。
スカートとレイも用意しています。
※ フラダンスやハワイアン演奏を見て！
聞いて！トロピカルな一日を過ごしま
しょう！！

８月１２日（月）、大歳地区花いっぱい運動の花壇審査が行われました。
今年は日差しが強く、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素敵な花壇でした。審査結果は下記のとおりです。
表彰は、１１月３日（日）の大歳まつりで行われます。
優秀賞
・上矢原子ども会（山口市審査へ）

優良賞
・坂東自治会

努力賞

・矢原住宅自治会（山口市審査へ）

・朝田福寿会

・下湯田子ども会（山口市審査へ）

・上湯田上自治会

・中矢原子ども会

・勝井自治会

・岩富子ども会

・矢原第２住宅子ども会
（山口市審査へ）

・下矢原子ども会
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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

２
３

場所
対象

４

※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。
問い合わせ 山口市立中央図書館（ＴＥＬ ９０１－１０４０）

日時：９月２８日（土）

平成２５年９月６日（金）
１０時 ～ １２時、１４時 ～ １６時
大歳地域交流センター ２階 和室
平成２５年１月１日から平成２５年４月１日
の間に生まれた乳児とその保護者

８：００～

場所：大歳地域交流センター

大歳地域交流センター利用団体による一斉清掃を行いますので、関連団体の方は必ず２名以上ご参加ください。

三世代交流
.
みなさん「はぶ草茶」って・・・飲んだことありますか？
「お茶」って・・・・・作ったことありますか？
みんなで手づくり体験をします！はぶ草茶のほんのり甘くやさしい香りに包まれて、
大歳のふれあいの輪を広げましょう。一緒に楽しいひとときをすごしませんか？
日 時 ９月２９日（日） １０：００～１２：００
場 所 大歳地域交流センター 調理室
内 容 ○お茶づくりと簡単おやつづくり
○お茶会：できあがったお茶とみんなで作った
おやつでお茶会をします。
参加費 無料
指 導 大歳地区老人クラブ連合会
申込み 大歳地域交流センター TEL９２２－４０３５
親子または子ども、大人だけの参加もＯＫです。
（幼児の場合は保護者の方も一緒に参加してください）

【大歳地区９月の行事予定】
火曜日 パソコン相談日（中級）【10:00～12:00】
金曜日 パソコン相談日（初級）【9：00～12：00】
※ 13 日（金）は 13：00～16：00
1 日(日) 山口市民体育大会
2 日(月) 燃やせないごみの日
6 日(金) ブックスタート体験会（10：00～12：00）
(14：00～16：00)
6 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
11 日(水) 子育て応援講座（10：00～12：00）
12 日(木) 金属・小型家電製品の日
13 日(金) 健康・介護予防相談（受付 10：00～11：30）

16 日(月)
18 日(水)
18 日(水)
20 日(金)
25 日(水)
25 日(水)
27 日(金)
28 日(土)
29 日(日)
30 日(月)

大歳地区敬老祝賀会（大歳小学校体育館）
びん・缶の日
大歳まつり実行員会（19:00～）
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
子育て広場 “風和里” （10：00～15：00）
子育て支援 “太陽クラブ”（10：00～13：00）
交流ｾﾝﾀｰ定期利用団体一斉清掃（8：00～）
地区ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会（大歳小体育館 8：30～）
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
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吉冨平次郎

農民のために没落した庄屋

江戸中期、低気温が続き「天明の飢饉」と呼ばれる長期にわたる大飢饉に見舞われた当時の話で
す。
吉冨平次郎は父のあとを継いで、天明３年（1783）から 12 年間も矢原村の庄屋を勤め、山口宰
判内でも有力な本百姓の－人でした。（吉冨家といえば上湯田の大庄屋格の吉冨家が有名ですが、
この平次郎家は上矢原にあったと推測されますが、今は家筋など不明です）
その平次郎について、寛政 10 年（1798）に当時の庄屋から大庄屋を通じて代官に上申書が提出
されます。それによると「平次郎が庄屋を勤めた矢原村は水害などで難儀する所柄で、年貢を滞納
する者が多く庄屋としてはそれらのすべてを報告して公的救助を願い出ることがはばかられた。そ
こで不足分を立て替えたり借米したのが行き詰まって負債が累積し、そのうえ打ち続く不作等の不
運も重なって、借米は 590 石に達した。庄屋仲間で細々ながら援助し、郡経費などで補い、さらに
田畑を入質して借金し、頼母子をも使ったものの、なお 318 石の借米が残った。すでに質物もなく、
多くの人に損害をかけるがやむをえない。他に藩からの借米 100 石については、元利返済した残り
51 石のうち、20 石は田畑を売り払って返納するので、残り 31 石は帳消しにしていただきたい」
（『山
口宰判本控』）という上申でした。 結局、報告を受けた郡奉行はこの帳消しを認めますが、この
ように父子２代わたり庄屋役など永年の勤功ある家柄であり、困窮農民の救助に尽力しながら、不
運も重なって気の毒にも家を潰し没落していった非運な庄屋もいたのです。
ところで、穂積町の小字水道（山口線の南側）に吉冨家の墓地（下写真右）があります。その中
に高さ 2.5 メートルの一際大きな墓石が目に付きます（下写真左）。吉冨金左衛門良重の墓で、天
明５年（1785）74 歳で没し、その出自など 350 字に及ぶ墓誌銘が墓石裏側に刻まれています。こ
れは、その子、栄種が天明６年に建立したものです。先に記した吉冨平次郎の実名が何であったか
わかりませんが、年代的にみますと平次郎が建てたのではないかと推測されます。目下調査を続け
ていますが、これに関する情報があればご教示をお願いします。 （大歳史談会

文責：山内明一）

吉冨平次郎の墓、墓石の裏側に 350

穂積町小字水道にある吉冨家の墓地。左手の奥に左の

字の墓誌銘が刻まれています

写真のような一際大きな吉冨平次郎の墓があります

