
  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№６７ 平成２６年１０月号 

発行 大歳地域交流センター  

TEL 922-4035 FAX 922-4036 

（行政窓口）  TEL 922-2461 

 
人 数 13,297 世帯数 6,107 平成 26 年９月１日現在 

8/25 竹細工・そうめん流し 

 

 

 
 

  

 

日 時：１１月２日（日）９：３０～１５：００ 

場 所：大歳地域交流センター 

※雨天時縮小開催（9：30～14：00） 

詳しくは 10月 15日号の市報と一緒に

配布する大歳まつりプログラムをご

覧ください。 

 １０月１５日号の市報と一緒に配布する大歳まつりプログラムには『お楽しみ抽選券＆看

板コンテスト投票券』が付いています。今年も素晴らしい賞品をご用意しておりますので、

自治会名、お名前を記入して、必ず大歳まつり会場内の本部テントに設置している抽選箱に

入れてください。 

 昨年の大歳まつりは“ブルーレイ”が特賞でした！今年の特賞は・・・。 

 更に今年は特別ゲスト「BEAT POINT」(ヨーヨー元日本チャンピオン)もやってきます！ 

 皆様のご来場を実行委員一同、心よりお待ちしております。 

主 催：合気道スポーツ少年団 
日 時：１０月１９日（日）１０：３０～１２：００ 
会 場：維新百年記念公園武道館（山口市維新公園４-１-１） ※駐車場有り 
募集人数：２０人（先着順） 
募集対象：小中学生、高校生（親子の参加も可）  
参加費：無料 見学自由 
お問い合わせ：０９０－４１０５－４４１１（山田） 

その他：運動のできる服装 
（これはスポーツ少年団活性化事業の一環として実施されます） 

 

 

 

 

今年は会場が大歳小学校から大歳地

域交流センターに変更となります。 

まつり会場に駐車場はありません。

自転車または徒歩でお越し下さい。

駐輪場は大歳小学校に設置します。 
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日 時 １０月１８日（土）１３：３０～１５：３０ 

内 容 ☆１１月２日（日）に開催される大歳まつり 

     「わくわく遊びの広場」工作コーナーの 

      材料づくりを行います。 

     ・工作コーナーの材料づくり 

      （竹とんぼ、ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾀ―、 

       割り箸鉄砲、鬼ようず凧など） 

     多くの方のご参加をお待ちしております。 

      

場 所 大歳地域交流センター ２階講堂 

参加費 １００円 

お問い合わせ ９２４－７４７５（大隅） 

※どなたでもお気軽にご参加ください。  

 お待ちしてます！ 

 

☆陸上・レクスポーツ競技（Ａブロック） 

ロープジャンピング１０   ２位（表彰） 

１００ｍ百足競走（女子）  ２位（表彰） 

迷走リレー（混合）     ４位 

玉入れ           ５位 

二人三脚リレー（混合）   ６位 

４００ｍリレー（一般）   ７位 

１００ｍ百足競走（男子）  ８位 

☆バレーボールＢブロック２組 優勝 

一回戦 ＶＳ佐山（○２-１） 

準決勝 ＶＳ秋穂（○２-１） 

決 勝 ＶＳ名田島（○２-０） 

☆ソフトボールＡブロック 

一回戦 大殿（●２-３） 

残留決定戦 ＶＳ湯田（○１０-２） 

☆卓球Ａブロック 予選Ｃゾーン３位 

☆グラウンド・ゴルフ  １６位 

 

出場された選手の皆さんお疲れさまでした。 

 

 

 

 

主 催：日本３Ｂ体操協会山口県支部 

日 時：１０月１７日(金)１０：００～１１：３０ 

会 場：サンフレッシュ山口 多目的ホール 

募集人数：３０人 

対象者：３０代～５０代  

参加費：３００円（用具保険代） 

持参物：動きやすい服と靴、飲み物、タオル 

お問い合わせ：０９０－１３３２－２８２８（角田） 

 

３Ｂ体操でロコモ・メタボ予防！ 

音楽に合わせて、筋肉を気持ち良くほぐしません

か？ 

 



 ～タイムスケジュール～ 

１５：３０  ウォーミングアップ体験 

１６：００  その他諸室、ピッチサイド見学 

１６：３０  フリータイム 

１７：５０  エスコートキッズ打ち合わせ 

１８：２５  選手と一緒に入場 

１８：３０  試合観戦・フリータイム 

【2ndステージ第 11節】 

レノファ山口 FC ＶＳ ヴェルスパ大分 
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12 日(木) 燃やせないごみの日 

8 日(水) 母子相談（10：00～11：00） 

10 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00） 

15 日(水) びん・缶の日 

16 日(木) 金属・小型家電製品の日 

17 日(金) パソコン相談（10:00～12:00） 

       受付 10:00～10:30 まで 

18 日(土) ｻﾞ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ大歳ふるさとウォッチング 

 

18 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30） 

19 日(日) 大歳地区一斉清掃 

20 日(月) 古紙ペットボトルの日（大歳①） 

22 日(水) 古紙ペットボトルの日（大歳②） 

24 日(金) 子育て支援 “太陽クラブ”（10：00～13：00） 

25日(土) 大歳教養講座「はぶ草茶づくり」(10:00～12:00) 

31 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 

 
【大歳地区 10月の行事予定】 

  

 

＜大人向け書籍＞ 
○ペコロスの母に会いに行く（岡野雄一） 
○老い方上手の楽しい台所（吉沢久子） 
○国道沿いのファミレス（畑野智美） 
○おれのおばさん（佐川光晴） 
○犬たちの明治維新（仁科邦男） 

 

日 時：１０月２６日（日）１５：３０～ 

内 容：①ウォーミングアップ体験、その他施設内見学 

②エスコートキッズ体験  

③試合観戦 

集合場所：維新百年記念公園陸上競技場正面玄関 関係者受付  

集合時間：１５：２０ 

募集人数：２６人（先着順） 

募集対象：小学校１～６年生（親子参加も可）  

参加費：無料（親御さんはチケットをご購入いただきます） 

お申込み：大歳地域交流センター（TEL９２２－４０３５） 

その他：服装は自由ですが、応援を盛り上げるためにも、 

オレンジ色を着用していただけると幸いです。 

 

Ｊリーグ参入を目指している地元サッカークラブ「レノファ山口ＦＣ」を応援に行きませんか？
試合観戦のほか、エスコートキッズ体験（選手と一緒に入場します）、サッカー選手のウォーミ
ングアップ体験など貴重な体験もできます！ 
小学生を対象としていますが、親御さんも一緒にご参加いただけます。 
ぜひ奮ってご参加ください！！ 
 
 

○四人組がいた（高村薫） 
○綾乱（黒川博行） 
○仙丹の契り（仁木英之） 
○すえずえ（畠中恵） 
○松風の人（津本陽） 
○春の庭（柴崎知香） 
 

○歌川国芳猫づくし（風野真知雄） 
○かわうそ（あさのあつこ） 
○月蝕楽園（朱川湊人） 
○銀翼のイカロス（池井戸潤） 
○悟浄出立（万城目学） 
○山女日記（湊かなえ） 

＜子ども向け書籍＞ 
○しゅっぱつしんこう 
○おいしいな！（きむらゆういち） 
○すみれおばあちゃんのひみつ 
○コケッコーさんと はらぺこひよこ 
○なんのぎょうれつ？ 
○どんぐりむらのほんやさん(なかやみわ) 

○だーれのおうち？（きむらゆういち） 
○てとてと だんごむし（みなみじゅんこ） 
○おさかなちゃんのばいばーい（ﾋﾄﾞ･ﾌｧﾝ･ﾍﾈﾋﾃﾝ） 
○とととと だんごむし（みなみじゅんこ） 
○ちっちゃな おさかなちゃん（ﾋﾄﾞ･ﾌｧﾝ･ﾍﾈﾋﾃﾝ） 
○おふろにいれて（せなけいこ） 
○つきを あらいに（髙木さんご） 

新刊図書を購入しました！その他にも多くの図書を配架していますので是非ご利用ください！ 
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大歳のエトセトラ １０ 

周布政之助の最期 ２ 
先月号に続いて周布政之助の終焉について考えてみることにします。 

なお、政之助は文久２年（1862）11 月土佐藩主を誹謗して謹慎を命ぜられ、氏名を麻田公輔と称

します。ついで翌年 5 月隠居を許され、新たに麻田家を興し、麻田公輔と公称することを許されて

います。 

さて、矢原の大庄屋、吉富藤兵衛（簡一）の談話によりますと、「麻翁（政之助）は、元治元年

（1864）9 月、50 日の逼塞を終えた政之助に藩主から政治堂出仕を命ぜられますが、政治堂には出

ず、閉居して悶々の日々を送っていました。そのころ、政之助は、自裁（自殺のこと）しかけて奥

方に止められたことがあり、私はそ知らぬ顔で麻翁と時勢を話ながら『死は易し、生は難しといい

ます。今日の事態はご心労でしょうが、出来た上は致し方のないことです。正義を守って戦いまし

ょう』と明け方まで語り合いました。」 

「その後、麻翁は『忠告は最もだけど、公武合体から尊皇攘夷と藩政府にあって事を進め、この

国難を招いたことは、御高恩を受けている公輔としては死を以って謝る外に道はない。人は死すべ

き時に死なぬならば辱しめを受ける。この道理を聞き分けてくれ。縁あって山口に来て大変厄介に

なり、父子の如く語らつた仲ゆえ我が心中を吐きだすのだ。』と落涙されました。」 

「私（藤兵衛）は悲しみに耐えませんでした。武士としての条理・志操から止むを得ないと感じ

ました。だが、この人を失うことは長州の不幸であり、何としても死なせてはならないと思い、奥

方と謀って刃物等残らず始末して、日々麻翁を諌めて 14、5 日を送りました。」 

「国難に死を以って恩に報いるは当然だ。武士は割腹すべきだが、刃物を隠されては断食してで

も・・・と申すので、万一の事があればと萩の翁の兄や 2 人の子息においでを願うため飛脚を出し

たのが 23 日で、25 日には家族一同が到着しました。」  

「25 日夜は、井上氏（聞多のち馨）が襲われるという不慮の事があって、その始末のため夜中に

帰り、翁は子息と一緒に寝られたと聞き安心して床に就きました。ところが、深夜、麻田家の女中

にたたき起こされ、翁の居間に飛んでいきましたが居られず、畑の方に出られたというので行って

みると、すでに短刀で喉笛を立派に掻き切られていました。」 

「切腹しなかったのは、家内が寝静まったのをみて自裁するところを奥方に止められ、小用と逃

げれば奥方に付添われ、やむを得ず運動すると言って畑に出られたが、奥方が後ろに付添っている

ため、立ちながら咽喉を掻き切られたのでした。」、と述懐しています。（『防長回天史』より要

約） 

（大歳史談会、  文責：山内明一） 

 

ザビエル聖堂の端に

ある周布政之助顕彰

碑 

東京・青山霊園にある周布政

之助の墓 
萩市東光寺にある 

周布政之助の招魂墓 


