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楽しく子育てみんなの広場
「ベビーマッサージ」
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TEL 922-2461

6,050

平成 26 年３月１日現在

4 月 20 日（日）9:00～ 大歳小学校グラウンド
（開催の場合は 6：30 に煙火を打ち上げます）

恒例の『大歳地区体育祭』が盛大に開催されます。 新競技は
防災リレー！
平成 26 年度最初の体育行事です。多くのみなさんの ラムネでかんぱ～い！
出場・応援をお待ちしております。
☆プログラムは 4 月 15 日号の市報と一緒に配布します。
主催

大歳自治振興会

主管

大歳体育振興会

後援

大歳地域交流センター

大歳地域交流センターでは、4 月から新しいメンバーでパソ
コン講座を開始し、年間を通じてパソコンの知識や操作を学び
ます。
初級、中級ともに、定員に少し空きがありますので、まだ申

上矢原公会堂

上湯田下

し込みを受け付けます。パソコン初心者の方も、もっとパソコ

山口県知事選挙の時に建設中でした「上湯田下

ンのスキルを高めたい方もこの機会に是非ご参加下さい！

公会堂
公会堂」の工事が完了しましたので、今回の山

※ 参加費は無料です。パソコンをお持ちの方は持参して下さ

口市議会議員一般選挙における投票所は 、『上

い。内容は変更になる場合があります。
初級講座
中級講座
内容： パソコンの仕組み
内容： ワード応用編
ワード基礎編
エクセル応用編
エクセル基礎編
日時： 毎週火曜日
日時：第１・２・４・５金曜日
１０時～１２時
１０時～１２時
定員：１５名
※奇数月第２金曜日は１３時～１５時
定員：１５名

湯田下公会堂』にもどります。
皆様方には、大変御迷惑をおかけいたします
が、御理解を賜りますようお願いいたします。
なお、２月の知事選挙で「上矢原公会堂」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

申し込み・問い合わせ：大歳地域交流センター ☎９２２－４０３５
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12 日(水)(体)大歳体育振興会総会、交流センター後援会総会（大歳地域交流センター）
10 日(木)(自)大歳自治会長会（大歳地域交流センター）
18 日(金)(自)大歳地区戦没者追悼慰霊祭（大歳地域交流センター）
18 日(金)(自・社)大歳自治振興会・大歳地区社会福祉協議会総会
20 日(日)(自)第 55 回大歳地区体育祭（大歳小グラウンド）
25 日(日)(体)第 37 回大歳地区分館対抗バレーボール大会（ｽﾎﾟｰﾂ文化ｾﾝﾀｰｱﾘｰﾅ）
28 日(水)
チャレンジデー2014
31 日(土)
大歳小学校運動会（大歳小学校グラウンド）
17 日(土)(体)おおとし防災の日関連事業【避難訓練ほか】（大歳地域交流センター）
18 日(日)(体)第 57 回大歳地区分館対抗ソフトボール大会（椹野川運動公園）
16 日(日)(体)第 37 回大歳地区卓球大会（大歳小体育館）
11 日( )(自)ふしの川水系クリーンキャンペーン
日(土)
夜間安全パトロール（大歳地区内） ※夏休み期間中の土曜日
12 日(土)(自)第 28 回おおとし夏まつり（大歳地域交流センター前駐車場）
23 日(土)(自)第 5 回大歳地区グランドゴルフ大会（大歳小グラウンド）
11 日( )(自)大歳地区花いっぱい運動花壇コンテスト審査日
16 日(土)
鴻单中学校体育祭（鴻单中学校グラウンド）
14 日(日)
第 8 回山口市民体育大会（維新公園陸上競技場ほか）
27 日(土)(社)大歳地区敬老祝賀会（県総合保健会館）
28 日(日)(体)第 37 回大歳地区バドミントン大会（ｽﾎﾟｰﾂ文化ｾﾝﾀｰﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）
19 日(日)(自)大歳地区一斉清掃（大歳地区内）
12 日(日)(自)第 38 回大歳まつり（大歳地域交流センター前駐車場）
14 日(日)(体)第 29 回大歳体育振興会長杯争奪少年サッカー大会（ちょるる広場）
11 日(日)
大歳地区消防出初式祝賀会（大歳地域交流センター）
11 日(日)
山口市成人式（市民会館）
18 日(日)
第 10 回山口市駅伝競走大会（きらら博記念公園）
11 日(日)(体)第 15 回大歳地区分館対抗ソフトバレーボール大会（ｽﾎﾟｰﾂ文化ｾﾝﾀｰﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

毎年 7 月 21 日はおおとし防災の日（平成 23 年制定）
※行事日程は変更する場合があります。ご了承ください。
(自) 大歳自治振興会主催行事 (社) 大歳地区社会福祉協議会主催行事
(体) 大歳体育振興会主催行事 (子) 大歳地区子ども会育成連絡協議会主催行事

住民総参加型スポーツイベント！！ ２０１４年は…

平成２６年５月２８日（水）
午前０時 ⇒ 午後９時
に実施！！
チャレンジデーとは午前 0 時から午後 9 時までの間に 15 分以上継続してスポーツや運動を行った住民の「参加
率（％）」を、人口規模がほぼ同じ自治体同士で競い合う、住民総参加型のスポーツイベントです。今回は山形
県鶴岡市と対戦します。
参加するには？
5 月 28 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。
★詳細は市報やチラシ等でお知らせします。

今年こそ「参加者１０万人！」
<問い合わせ先>
山口市生涯学習・スポーツ振興課内
TEL：９３４－２９１２
FAX：９３４－２６６５

平成 2６年４月
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１． 実施日と対象の山
①

５月１８日（日）大平山～内山（別府市）

②

７月１３日（日）三ヶ岳～琴石山（柳井）

③

９月２７日（土）～２８日（日）石槌山（四国・西条）

④ １１月

２日（日）大神ヶ岳～赤谷山（匹見町）

２． 募集人員
３． 参加費

２５名（先着順）
日帰りは５～６千円程度。宿泊分は２万円程度。

４． 申し込み方法

官製はがきに、住所・氏名・年齢・電話番号を記入のうえ、４月１５

日必着で、大歳地域交流センター（山口市矢原１４０７－５）まで郵送してください。
５． 事前説明会
４月２６日（土）９時～１１時まで、「大歳地域交流センター」で開催します。申し
込み者は必ずご出席ください。なお、山行計画をインターネットのブログに掲載して
います。「山口山岳会」を検索し参照してください。
６． 問い合わせ先

山口山岳会

阿部

電話０９０－９４６０－３３８１

◆４月から新しいメンバーを加えてスタートします。
所長： 村中

博美（選挙管理委員会事務局より）

行政窓口担当職員：山根
橋本
地域担当職員：村田
佐藤
地域職員：石井
大窪

正司（建築課より）

日

時

４月１９日（土）１３：３０～１５：３０

慶子、小田

内

容

☆年間活動がわかるしおり作り

早苗

充広（農林政策課より）
晃

☆折り紙ファンタジー
場

貫太郎、岡村
壽子、藤井

郁子

所

参加費

大歳地域交流センター
１００円

郁子

２階講堂

お待ちしてます！

◆お世話になりました。ありがとうございました。
所長：山田

豊成（秘書課へ）

行政窓口担当職員：河上
地域担当職員：中川

※事前の申し込みは丌要です。

富美子（人権推進課へ）

どなたでもお気軽にご参加ください。

善則（広報広聴課へ）

【大歳地区４月の行事予定】
火曜日 パソコン講座（中級）【10:00～12:00】
金曜日 パソコン講座（初級）【10:00～12:00】
※１８日（金）、２５日（金）はお休み
2 日(水) 大歳体育振興会総会、
体育祭打ち合わせ会議（19：00～）
2 日(水) 地域交流センター後援会総会 （20：00～）
3 日(木) 燃やせないごみの日
9 日(水) 母子相談（受付 10：00～11：00）
10 日(木) 自治会長会（19：00～）
11 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
14 日(月) 金属・小型家電製品の日

16 日(水) びん・缶の日
18 日(金) 大歳地区慰霊祭、大歳自治振興会・
大歳地区社会福祉協議会総会
20 日(日) 第 55 回大歳地区体育祭(開会式 9：00～)
23 日(水) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
24 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
25 日(金) 子育て支援 “太陽クラブ”（13：00～16：00）
25 日(金) 手形こいのぼり掲揚式（13:30～）
25 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
※木曜日はプラ容器包装分別収集

平成 26 年 4 月
大歳のエトセトラ

大歳交流センターだより
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「椹野川」
藩政時代の大歳地区は、主に矢原・朝田・黒川の３村でしたが、明治２年、藩籍奉還の年、矢原・
朝田の２ヶ村となり、黒川市、岩富、富田原は椹野川を越えて平川側に、現在の平川地区の小原は
大歳側になりました。４年後の明治６年大小区制をとりますが、明治 12 年町村制がしかれた時、
椹野川の流れを区割りの境としたため、平川の一部であった富田原と黒川村の黒川市と岩富は大歳
側に、対岸にあった小原地区は平川側へと現在の行政区域の姿となり今日に至っています。
両地区の境界となっている椹野川の名前のもとは何に由来するのでしょうか。一般的にみて、河
川の名称は、川の地名に由来することが多いようです。佐波川、厚東川、夜市川、島田川等はそれ
ぞれの地名を冠しています。このことから、椹野川の名前も流域の地名に由来すると考えられます。
では相当する地名はどこでしょうか。
歴史をさかのぼって 646 年（大化 2 年）に大化改新の詔が発せられ、公地公民制・班田収受法そ
して国・郡・里の行政機構が定められます。この辺りは周防国吉敷郡となり、郡はいくつかの里（の
ち郷と改称）によって構成されました（1 郷は原則 50 戸からなり、1 戸は直系・傍系を中心に 25
人程度からなる大家族でした）。吉敷郡内の郷は、のちの『倭名抄』（930 年代の編纂）などによ
ると 11 郷があり、そのうちの「浮囚郷」が植野川流域の大歳・平川地区だと比定されています（『防
長地名淵鑑』）。この浮囚という郷名の由来は「上古東北地方の経略のなかで、俘囚となった蝦夷
の人を配置して開発に従事させたことによる」（『山口市史』）と推測されており、浮囚は俘囚の
誤りだとされています。そして、班田制の破綻から 743 年（天平 15 年）に「墾田永世私財法」が
出されて墾田の私有を認めたので、貴族・寺院の荒地開発が進められます。大歳地区には 752 年（天
平勝宝 4 年）に東大寺の荘園である「椹野庄」が成立しています。この椹野の名の由来は、浮囚（俘
囚）郷域の荒地に成立したので、フシュウの野の意味から「椹野」の字を当てたというのが定説と
なっています。したがって椹野川の名称もこれから起こったのでしょう。
この椹野庄は 91 町歩におよぶ広大な荘域で「高井・勝井・岩富・高畠・福良・小原等椹野川沿
岸の地方およびその河口新生土たる小郡の地なるべし」（『防長地名淵鑑』）と比定されています
が、998 年（長徳 4 年）には荒廃し、代わって周防国の直轄地である国衙領が出現するのです。
以上述べたように、歴史や文化を生み出し豊かな自然を育んだ郷土の川「椹野川」の名称もここ大
歳に由来したようです。
（大歳史談会、文責: 藤井晃）

昭和 10 年頃の椹野川。八光面から上流方向を望む。中央に見えるのが石津橋。

