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大歳自治振興会では、「大歳地区の子どもたちや女性、高齢者などを危険から守るため、地域が一体となり見守り、
また活動を行うことで犯罪のない明るく潤いのある地域の実現を目指すこと」を目標として『おおとし見守り隊』を
結成します。ご協力いただける方は、是非事務局へご連絡下さい。

★活動内容★
①

通学路や生活道路の安全確保を目的とした交通安全見守り活動とします。

②

児童の登下校時刻に合わせて立哨またはパトロールを行い、登下校の様子を見守ったり、2/6(木) 見守り隊発足式

今後の予定

声をかけたりしながら、地域に大人の目が行き届いていることをアピールします。

2/12(水) 見守り隊対面式

③

見守りができる場所で出来る時に立哨やパトロールを行っていただきます。

④

立哨、パトロール時は専用の名札とベストや帽子など立哨グッズを着用し、地域全体

※見守り隊は発足式、対面式

への啓発に努めていただきます。

終了後も随時募集します。

■申し込み・問い合わせ

対象者

大歳自治振興会事務局（電話９２０－１７００）

・自己のレベルアップを目指している方

～ 今更聞けない「常識のマナー」
新社会人として「知っておきたいマナー 」
内 容 ～
１回目“ 話し上手、聞き上手になるために ”

・新社会人になる方

～感じの良い第一印象のつくり方～

・再就職を考えている方 など
開催日

１回目

２月１３日（木）

２回目

２月２４日（月）

時

間

１９：００～２１：００

場

所

大歳地域交流センター

参加費

(大歳小学校の生徒と対面)

２階講堂

２回目“日常で大事な常識のマナー、食事のマナー ”
とにかく楽しい
実践形式の講座
です

無料

講師
キャリアコンサルタント
山本 詳子 氏

。申し込み・問い合わせ 大歳地域交流センター TEL９２２－４０３５

上湯田下公会堂

上湯田下公会
平成 26 年 2 月 23 日執行の山口県知事選挙では、今

堂
まで「上湯田下公会堂」で投票されていた方は投票所
が変更となりますので、ご注意ください。
なお、今まで「上湯田下公会堂」以外で投票されてい
た方の投票所は変更ありません。

山口市選挙管理委員会
電話 934-2877

１月１２日(日)山口市成人式が市民会館にて
開催され、大歳地区からも多くの新成人が参加し
ました。新成人たちは、懐かしい友人たちとの再
会に笑顔を浮かべながら、決意も新たに大人への
第一歩を踏み出しました。

大歳地区の集合写真は 大歳地域交流セン
ター後援会からのお祝いとして 無料でお渡しい
たします。
【受取期間】 ２月３日～２月２８日まで
（平日の８時３０分から１７時１５分まで）
【場所】 大歳地域交流センター地域担当事務室

※ご家族など代理の方でも受け取りができます。

平成２６年２月
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山口市で研修した献立を使ってバランスの取れた

おもちつき

一食を一緒に作りましょう！！

メニュー
・さばの味噌煮

竹馬

・にんじんの炒め物

福わらい

将棋

他

日 時：２月２７日（木）１０：００～１３：００
場 所：大歳地域交流センター
参加費：２００円
持参品：エプロン、三角巾
定 員：先着１８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）

折り紙
当日は三世代で昔の遊びを思いっきり楽しんだ後、みんなで
おもちつきをし、ぜんざいやあんこ餅、きなこ餅など、お腹いっぱ
い食べました。「一緒に遊んでくれたおじいちゃん、おばあちゃん、
ありがとうございました！」

１月１２日（日）に山口南総合センターで山口市消防出初式が開催され、
鴻南方面隊大歳分団も出初式に参加しました。
なお、永年の消防活動の功績に対する被表彰者は、次のとおりです。（敬称略）
山口県消防協会長表彰
◎感謝状(退職消防団員)
・野村 和男
◎勤続章（２０年勤続）
・小島 正典山

山口市長表彰
◎功労章
・波多野 照典
・岸田 忠朗

山口市消防団長表彰
◎功績章
・廣沢 礼子

鴻南中学校区地域協育ネットでは、大歳地区、吉敷地区の地域交流センター窓口でベルマークの回収を
しています。集まったベルマークは、鴻南中学校、大歳小学校、良城小学校にお渡しし、皆様のお気持ち
が子どもたちに届くようにします。ご協力をどうぞよろしくお願いします。

日

時

３月１４日（金）１３：００～１５：００

場

所

大歳地域交流センター

講

師

野村

内

容
①体

２階講堂

☆牛乳パックを使った楽しい工作
☆お手軽体操
（運動不足を解消しましょう！）

験

画紙、水彩絵の具、パステルなどの道具

示

会員の作品（油絵、水彩、パステル）
製作中でもご自由にご見学ください。

③喫

内 容

輝昭 先生（文部科学大臣賞受賞）

をご持参くだされば体験も出来ます。
②展

日 時 ２月１５日（土）１３：３０～１５：３０

茶

休憩時に湯茶のサービス致します。
♪お気軽にお越しください♪

問い合わせ

河野

（電話９２３－６１９８）

持参物

・洗濯ばさみ 8 個

お気軽に

・開いた牛乳パック 1 枚 ご参加ください！
・筆記用具 ・ものさし ・はさみ
場 所 大歳地域交流センター ２階講堂
参加費 １００円

※事前の申し込みは不要です。

★どなたでもお気軽にご参加ください★
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1 月 1９日（日）きらら博記念公園で開催
された、第９回山口市駅伝競走大会の結果報告！
体協の部
一般１部

ペーパーフラワーづくり

１０位（参加１３チーム）

おひとり住まいの高齢者の方へお配りするふれあ

大歳走友会Ｃ

５９位（参加７６チーム）

い弁当（大歳地区社会福祉協議会事業）に添えるペ

大歳走友会Ｂ

６８位

大

歳

〃

ーパーフラワーを作ります。お手伝いいただける方
は、下記の日程に交流センターにお越しください。

記
日

時：２月１２日（水） １０時～１２時
２月１９日（水） １３時～１５時
２月２６日（水） １３時～１５時
（開始時間が異なりますのでご注意下さい）
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
（℡920-1700）

寒風吹きすさぶ中、疾走された選手
の皆さん大変お疲れさまでした。
２月の合同練習は２２日（土）午後６時から７時ま
で行います。集合場所は維新公園テニスコート入口
周辺です。お気軽にご参加ください。
お問い合わせ

中野（℡ 090－4893-2038）

平素から大歳小学校教育の推進につきまして、ご理解・ご協力いただきありがとうございます。本校の教育活動を
地域・保護者の皆様に公開します。ぜひご参観の上、ご意見をいただき、今後の学校教育の改善に取り組んでまい
りたいと考えています。
つきましては、下記のとおり『地域参観日』を実施します。ご多用のこととは存じますが、ご都合のつかれる時間帯
に遠慮なくご来校いただき、ご参観くださいますようご案内申し上げます。
記
１

日

時

平成２６年２月６日（木）１０：３５～１３：５０

２

日

程

１０：３５～１１：２０
１１：２５～１２：１０
１２：１０～１２：５０
１２：５０～１３：３５
１３：３５～１３：５０

授 業 参 観 （３校時）
授 業 参 観 （４校時）
給食参観
昼休み参観
掃除参観

３ その他
（１） 自転車は、中校舎と南校舎の間のアスファルト部分においてください。
（２） 校内および学校周辺の施設（交流センターなど）には、駐車場はありません。
維新公園第 11 駐車場（県立山口総合支援学校入口） （８：３０～１７：００）
をご利用ください。
（３）上履きは、各自ご持参ください。

【大歳地区２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】
3 日(月) 市・県民税申告相談日（9：30～16：00）
3 日(月) 燃やせないごみの日
6 日(木) 大歳小学校地域参観日
12 日(水) 母子相談（受付 10：00～11：00）
13 日(木) マナーアップ講座（19：00～21：00）１回目
14 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
15 日(土) 大人の居場所 （13：30～15：30）

17 日(月)
19 日(水)
24 日(月)
24 日(月)
26 日(水)
26 日(水)
27 日(木)
28 日(金)
28 日(金)

金属・小型家電製品の日
びん・缶の日
マナーアップ講座（19：00～21：00）２回目
古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
子育て広場 “風和里”（☆食育☆10：00～）
古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
料理教室（10:00～13:00）
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
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

平成 26 年 2 月
大歳のエトセトラ

大歳交流センターだより
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昔は競馬場にもなった矢原河川公園
矢原河川公園は、椹野川中流域の石津橋より上流の河川敷に作られた公園です。園内にはクヌギ
やエノキなどの大木が残され、対岸の河川敷とともに、四季をとおして野鳥たちが見られるので、
バードウォッチングも行われています。また、軽い運動をするにも格好の場所として住民に利用さ
れています。
この公園は、昔は石津河原と呼ばれ、維新時には、六卿と毛利敬親・元徳による農兵隊の閲兵や
銃陣稽古が行われていました（郷土史「ふるさと嘉川」に記載）。明治時代になってから草競馬が
行われていました。昭和２年には河原に馬場、川沿いの土手にスタンドや切符売り場を設置し、県
営大歳競馬場として、山口県畜産組合連合会が主催して、初めての大歳競馬が大々的に行われまし
た。これは、昭和５年(1930)ごろまで続いていました。第１回目の競馬大会では三日間で５万人の
人出があったそうです。以後４月と 12 月に定期的に競馬が催されました。
この競馬での馬券は一人一枚限りとして発売され、的中者への配当は最高 10 倍以内とされ、配当は
現金ではなく景品券が渡されるという制限ありました。それでも、最高で 10 円の景品券がもらえた
ので大変な人気でした。昭和４年(1929)、主催者は、吉敷郡山口市産馬畜産組合に変更されました
が、競馬を職業とする人が集まったり、農家の人が財産を失うなど競馬は罪作りになったので、世
間からの悪評があったりして雲行きがあやしくなりました。この時、競馬法の改正があり競馬場に
は規定の観客席を設けるなど競馬場設置の条件が強化され、大歳競馬場は競馬場としては不適切と
いうことになって、これを機に大歳競馬場での競馬の開催は中止されました。代わりに、昭和 8 年
(1933)、湯田五反田（現在の泉町）に山口競馬場（湯田競馬場）が建設され、競馬が昭和 13 年(1938)
まで続きました。この競馬場は、走路 1,000 ㍍あり、新競馬場（下欄の写真）のスタンドには多く
のファンが集まり初開催の時は４日間行われて大盛況だったようです。昭和 14 年(1939)に「軍馬資
源保護法」の公布に伴い、この湯田競馬場は廃止になりました。（大歳史談会、文責: 井手明雄）

写真は、昭和 10 年、湯田競馬場（現在の泉町）で開催された競馬の風景。それまで
は矢原河川公園で行われていました。樹下明紀監修「山口・防府の 100 年」75 ㌻から
転写しました。

