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大人から子どもまで楽しむことができる、グラウンド・ゴルフ。ルールが分からなく
ても、初めての方でも大丈夫！友だちや家族といっしょに挑戦してみよう。
日 時：８月２３日（土）午前８時３０分から ※雨天中止
場 所：大歳小学校グラウンド
主 催：大歳自治振興会
主 管：大歳地区老人クラブ連合会
参加資格；小学校４年生以上、どなたでもＯＫ
申込先：８月１５日（金）までに大歳自治振興会事務局（大歳地域交流センター内）
へお申し込みください。
持参物：帽子、タオル、飲み物、クラブ（お持ちの方はご持参ください）
その他：ルール、試合方法、表彰等、詳細につきましては大会当日に発表します。
問い合わせ先：大歳自治振興会事務局 ＴＥＬ９２０－１７００

７月６日（日）大歳小学校体育館にて開催された卓球大会の結果を報告します。
【Ａ級の部】
優 勝 中矢原
準優勝 和 田
３ 位 岩 富、下湯田

【Ｂ級の部】
優 勝 穂積県営住宅

出場された選手の皆さん、お疲れさまでした！
☆優勝の中矢原分館☆
古田眞夕さん（大歳野球スポーツ少年
団 ６年）は、市内の野球スポーツ少年
団に所属する女子選手によって結成され
た“山口 Saikyo ガールズ”の一員として、
６月２１日、西京スタジアム第二球場で
行われた、第２回 NPB ガールズトーナメ
ント 2014 山口県大会に出場し、宇部選抜
を１８－１０で破り、見事優勝しました。
当チームは、８月１１日（開会式：東京
ドーム）から１６日にかけて東京都下で
開催される全国大会に山口県代表として
出場します。
皆さんの応援、励ましをお願いします。

平成２６年８月

大歳交流センターだより

「おおとしわんわんパトロール隊」の活動は大
変好評で、平成２３年度から募集し、本年４月
に「１０１匹わんちゃん」を達成しました。
引き続き募集をしていますので、犬を飼育さ
れている方で希望される方は大歳自治振興会
事務局までお問い合わせ下さい。
※おおとしわんわんパトロール隊の活
動は、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）をしていただく
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しています。
大歳自治振興会事務局

TEL９２０-１７００

Ｎｏ.６５

高齢者の安全運転を推進し交通事故防止を図るた
めに、「高齢ドライバー１日ドック講習会」を次の
とおり開催します。ぜひご参加ください。
開催日時:
第１回目
９月２５日（木）９：００～１２：３０
第２回目 １１月１３日（木）９：００～１２：３０
開催場所：山口県交通安全学習館(県総合交通ｾﾝﾀｰ内)
研修人員：第１回目、第２回目とも各１０名
（６０歳以上のドライバー）
研 修 費：無料
申込方法：電話にて、①氏名、②年齢、③自治会名、
④電話番号、参加したい日程（第１回目
または第２回目）をお伝えください。
申込期限：８月２２日（金）まで
問い合わせ先：大歳交通安全対策協議会
TEL９２４-２４１９（今野)

開催日時：８月２３日（土）１８：００～２０：３０
※雨天の場合は、正午までに中止の判断を致します。
場
所：山口リハビリテーション病院玄関前広場
内
容：☆バザー 焼きそば、焼き鳥、お好み焼き串、かき氷、たい焼き、フランクフルト
プチホットケーキ、焼きイカ、焼きおにぎり、
ジュース（酒類の販売は致しません）
☆ゲーム 輪投げ、スーパーボールすくい、ヨーヨーつり
☆盆踊り（炭坑節、大内のお殿様等）
☆白河踊り
☆ステージ企画 西京高校吹奏楽部（予定）
Studio STEELO（ダンスチーム）
よさこい平川組
花火大会
等
そ の 他：１７：３０に大歳地域交流センター駐車場発のシャトルバスを運行
（駐車場には限りがございますので公共の交通機関をご利用ください）
問い合わせ先：山口あかり園
担当 斉藤 TEL９２１－１６２１
山口ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
担当 山本 TEL９２１－１６１６
日 時：

平成２６年８月３０日（土）
１０時から１２時

会 場：

サンフレッシュ山口
（山口勤労者総合福祉センター）
山口市湯田温泉五丁目５番２２号
 083-933-0011

講 師 紹 介
１９８７年ＤＤＩ（現ＫＤＤＩ）に入社。総務部、首都
圏営業本部東京支店に勤務された後、ＤＤＩポケット
（現ウィルコム）に出向されました。
帰任後、ＫＤＤＩ教育推進部長を経て、２００７年から
は総務部ＣＳＲ・環境推進室担当部長としてご活躍され
るかたわら、年間２００回を超える講演を実施してこら
れました。今年４月からは、ケータイ安全教室の専任講
師として引き続き全国各地を飛び回っておられます。

講 師：

KDDI 株式会社

対 象：

どなたでも

大久保

輝夫 氏

(先着４０名)
持 参 物：

筆記用具

託 児：

無

料（要申し込み ）

※ 車の乗り合わせや公共交通機関での来場にご協力ください。

平成 2６年８月

大歳交流センターだより

Ｎｏ.６５

おおとし夏まつり実行委員会から訂正とお詫び
おおとし夏まつりプログラムに掲載いたしました広告とシャトルバス運行表に、誤字、記
載漏れがございましたので下記のとおり訂正をさせていただき、関係者の皆様にご迷惑をお
掛けしましたことをお詫び申し上げます。
～笑顔のある生活を大切に～
公文式

朝田教室

公文式

こだま歯科医院

矢原教室

９２５－５６４１（自宅）

９２４－８４１９（自宅）

９２４－５６０６（教室）

080-6408-0518（教室）

指導者 ： 岡

指導者 ： 平野

千鶴子

院長
児玉 高明
山口市矢原 1425－1
℡083－921－0106
http://www.kodama-dc.jp
こだまインプラント CT センター
http://www.kodama-ic.jp

さとみ

コンピューター・ファックス・コピー・視聴覚機器・電話設備
各種 OA 機器・日本アウダテックス鈑金システム

院

DIC ジャパン自動車整備システム・各種販売管理ソフト
Ｐａｎａｓｏｎｉｃ

ＯＡ機器特約店

㈱山口特機サービス
〒７５３－０８６１

山口市矢原１００８－１

TEL（０８３）９２５－８４３２㈹
FAX（０８３）９２５－８４３５
URL http://www.c-able.ne.jp/~y-tokki/ Ｅ-mail

長

種

受付時間
AM8:30～12:30
PM2:30～6:30
休診
木、土の午後
日曜日

（有）重政印刷

y-tokki@c-able.ne.jp

℡925－3796

窪

康
〒753－0826

山口市幸町 3 番 23 号
℡(083)934-7110
Fax(083)934-7141

幸町 2-24
FAX925－3790

株式会社

堀 商

店

代表取締役 堀 毅
753-0871
山口市朝田２０７

Tel 083-902-9061
Fax 083-902-9213

西嶋文英
定休日

日・祭日

あたらしいあした、はじまる。

昼

13:00～17:00

夜

19:00～22:00(月～木)
19:00～23:00(金・土)

おおとし夏まつりシャトルバス運行表（矢原方面）
【誤】立正校正会 ⇒ 【正】立正佼成会

【大歳地区８月の行事予定】
11 日(金)
12 日(土)
14 日(月)
16 日(水)
08 日(金)
15 日(金)
18 日(月)
20 日(水)
22 日(金)

ぶっくん来館日（15：20～16：00）
第２８回おおとし夏まつり
燃やせないごみの日
母子相談（受付 10：00～11：00）
大歳地区花壇コンクール 花壇審査
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
金属・小型家電製品の日
びん・缶の日
子育て支援 “太陽クラブ”
（10：00～13：00）

23 日(土) 第 5 回大歳地区三世代交流グラウンド・
ゴルフ大会（大歳小学校グラウンド）
27 日(水) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
28 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
29 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
※パソコン講座（中級） １２日（火）はお休み
※パソコン相談 １５日（金）はお休み

平成 26 年８月
大歳のエトセトラ
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大歳交流センターだより
８

潮境

その２

前月の「大歳交流センターだより」に続き、「潮境」について、田屋の
島辺りまで潮水の影響があったと言うことに関わることを述べます。
(4) 昭和 39 年頃に、現在の仁保津の畠の中から「泰益人刻書石」といわ
れる石製の竿秤（さおばかり）用の分銅（高さ 23 ㌢、幅 15.9 ㌢）が発見
されました。その表面には「飾磨郡因達郷（しかまぐんいだてごう）」の
「秦益人（はたのますひと）」の所有と彫られており天平 12 年（740）以
降の奈良時代中期に製作されたという貴重なもので、最近、山口市の文化
財遺産として指定されました。

分銅として使われた
「泰益人刻書石」

この「因達郷」は現在の兵庫県姫路市付近の古代の港町だったようで、
石所有の「泰益人」は高度の開発技術をもった渡来人の後裔で、当時東大寺の荘園として開発が進
められていた椹野庄の経営に携わるために仁保津の港(津)に派遣されていたのではないかと考え
られています。従って、当時は、仁保津辺りまで入海となって開け、良い港として機能していたこ
とでしょう。
潮境に関わる事をいろいろ述べてきましたが、古代から中世にかけて「潮境」まで海水が遡上し
ていたと思われます。従って、仁保津辺りまで海が広く開け､仁保津は海となっていたと思われま
す。
※
※
※
※
※
※
以上述べたように、古代から中世初期（1,000 年代）にかけて「潮境」まで海水が遡上していた
ことは間違いないようです。しかし、時代が下るにつれ、椹野川流域は、上流から運ばれてくる土
砂によっていくつもの中州が形成され、網目状の中州の微高地では耕作が始まり、やがて、中州の
耕地を洪水から守るため、中世か
ら近世にかけて堤防が築かれ、椹
野川の河口はほぼ現在の流れのよ
うに狭められ固定化されて、現在
の小郡の新町・柳井田・倉敷・津
市・東津や八方原などが形成され

1400 年代前半の椹野川下流域。
「小郡町史」より。

1600 年代前半の椹野川下流
域。「小郡町史」より。
「小郡町史」より。

てきたことがわかります。この過
程で港（津）も仁保津から津市、
更に東津へと移るのです。
そして、川の流れが固定される
と河川の土砂はもっぱら下流へ下
流へと速く運ばれ堆積し干潟が発
達し、江戸時代に行われた多くの
開作や井関と相まって現在の「潮
境」は遙か下流の名田島まで後退
します。
（大歳史談会）

