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平成 27 年４月１日現在

大歳野球スポーツ少年団は、今年３月に開催された
「山口新聞社旗争奪少年野球大歳大会(主催：山口新
聞社)」において、市内外から集まる３１チームのト
ーナメントを制し、２１年ぶりに優勝することができ
ました。これから始まる全国大会や県大会に向けた市
内予選に弾みをつけてチーム一丸となって臨んでい
きますので、今後の活躍にご期待ください。
地域の皆様のご声援をお願いいたします。
なお、同団では随時団員を募集しています。
「基礎・基本 元気 つながり」をモットーに、野球
を通して心と体を鍛え、日々の練習の成果が発揮でき
るように頑張っています。
毎週土日に小学校グラウンドや椹野川河川公園グラウンドで練習をしていますので、いつでも気軽に見学
に来てください。お問い合わせは代表の上田（０８０-６３１３-３６５２）まで。

大歳地区分館対抗ソフトボール大会を椹野

４月１９日（日）スポーツ文化センターレク

川運動公園で開催します。
地区内の親睦を深めつつ、日頃の練習の成
果を十分に発揮し、優勝を目指しましょう！
ボールを追って一生懸命プレーする姿にご
声援をお願いします。

チャールームにて開催された大歳地区卓球大
会の結果を報告します。

日

時：５月１７日（日）
開会式

※雨天中止

優

勝

岩富

３

位

中矢原Ａ、上矢原Ｂ

Ｂ級優勝

準優勝

和田

下湯田・穂積県住

８：３０～

場

所：椹野川運動公園

主

催：大歳体育振興会

問い合わせ：大歳体育振興会事務局
（大歳地域交流センター内 TEL922-4035）

出場された選手の皆さんお疲れ様でした。

平成 2７年５月

大歳交流センターだより

Ｎｏ７４

母推さんの子育て応援講座

現在、大歳地域交流センターには、たくさ
んの置き傘があります。５月末までに持ち

風薫る季節、友だちづくりを始めてみませんか？
日

時：５月１３日（水）

主が見つからない場合は処分いたします
ので、心当たりのある方はご確認
ください。

１０時～１２時（受付９時３０分～）
場

所：大歳地域交流センター

対

象：乳幼児とその保護者

２階

和室

２５組

申込み：５月１日（金）から

大歳地域交流センターでは毎月第３金曜日
にパソコン相談を実施しています。パソコン

メニュー
申し込み先
大歳地域交流センター
TEL９２２－４０３５

のことでお困りの方は是非ご利用下さい。

★

絵本読みきかせ・手遊び

☆

保健師さん･母推さん紹介

★

参加者自己紹介

☆

茶話会

日時：５月１５日 (金)１０:００～１２:００
（受付１０：００～１０:３０まで）
※毎月第３金曜日に実施しています
対象：どなたでも
問い合わせ：大歳地域交流センター
（TEL９２２-４０３５）

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。今回は秋田県秋田市と対戦します。
参加するには？
５月２７日（水）(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。
報告先・問い合わせ
山口市チャレンジデー実行委員会事務局(山口市生涯学習・スポーツ振興課内）

TEL９３４-２９１２ FAX９３４-２６６５ メール challengeday@city.yamaguchi.lg.jp

チャレンジデー当日（５月２７日）は、大歳地域交流センターにて大歳地域交流センター定期利用団体「健脚
教室」の皆さんとソフトペタンクを行います。どなたでも参加できますので、是非一緒にチャレンジデーに参
加しましょう！！ご参加お待ちしております。

参加賞もあるよ！

日時：５月２７日（水） １４：００～１５：３０
場所：大歳地域交流センター２階講堂
※申込みは不要です。お気軽にご参加ください！

問い合わせ
大歳地域交流センター（TEL922-4035）

平成２７年５月

大歳交流センターだより

Ｎｏ７４

「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

日

時

５月１６日（土）１３：３０～１５：３０

くりに関するお悩みや疑問・相談などある方は、お

内

容

☆陶芸教室

気軽に健康相談をご利用ください。まずは一度お越

今年のテーマは「お皿づくり」

しになりませんか？
日

時：５月８日（金）１０：００～１１：３０

場

所：大歳地域交流センター

内

容：保健師による健康相談・血圧測定

１階

しょう！

講座室

場

所

材料費

・体脂肪測定・尿検査
料

あなただけのオリジナル作品をつくりま

金：無料

大歳地域交流センター

講堂

５００円

問い合わせ

問い合わせ：山口市保健センター
TEL

２階

吉野
（TEL９２２－５２８６）

９２１－２６６６

※どなたでもお気軽にご参加ください。
日

おひとり住まいの高齢者の方へお配りするふれあ
い弁当（大歳地区社会福祉協議会事業）に添えるペ
ーパーフラワーを作ります。お手伝いいただける方
は、右記の日時に交流センターにお越しください。

時：５月１３日（水） １０：００～１２：００
５月２０日（水） １３：００～１５：００
５月２７日（水） １０：００～１２：００
（時間が変更になっています。ご注意ください。）
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事務局
（TEL ９２０－１７００）

山口市单部地域を中心にサイクリングイベントが実施されます。タイムレースではありませんの
で、交通規制はなく、参加者は交通法規に基づき自転車を走行します。コース付近の住民の皆様
方にご迷惑をおかけしますが、ご配慮いただきますようお願いします。
また、地域振興という目的で実施するイベントですので、沿道で参加者を見かけられたら、ぜ
ひ応援していただきますよう、お願いします。
※参加者の募集は締め切られています。
日時：平成２７年５月１７日（日）
問い合わせ：山口市单部振興局ルーラルアメニティ推進室 TEL９７３－２４２０

【大歳地区５月の行事予定】
7 日(木）
8 日(金)
8 日(金)
13 日(水)
13 日(水)
15 日(金)

燃やせないゴミの日
健康・介護予防相談（10：00～11：30）
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
子育て応援講座（10：00～12：00）
ペーパーフラワー作り（10:00～12:00）
パソコン相談(10：00～12：00)
受付 10:00～10:30 まで
17 日(日) 地区ソフトボール大会
18 日(月) 金属・小型家電製品の日
20 日(水) びん・缶の日

20 日(水)
22 日(金)
22 日(金)
25 日(月)
27 日(水)

ペーパーフラワー作り（13:00～15:00）
子育て支援 “太陽クラブ”（10：00～13：00）
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①）
チャレンジデー
ソフトペタンク教室(14:00～15:30)
27 日(水) ペーパーフラワー作り（10:00～12:00）
28 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
※木曜日はプラ容器包装分別収集
※パソコン講座（中級） ５日（火）は休み

平成 27 年５月
大歳のエトセトラ

大歳交流センターだより
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１７

あいお道、俗に「上使道」
旧道（大歳交流センター前の道路、石州街道）を矢原から湯田の下
市・前町・一本松と上り、山口の讃井に入る十字路の右側に「袖解橋」
と刻んだ記念碑が建っています（往時は川があって橋があった）。
この「袖解橋」については、「古の石州街道（小郡より来る線）は
秋穂街道と一つに合して、ここで始めて山口の町に入る。故に大内氏
の時代、その分国より山口へ登城する侍たちが、狩衣（かりぎぬ）直
垂（ひたたれ）の袖くくりをこの辺りで解き、服装を整えて入ったこ
とから名付けられたとのこと、」（『趣味の山口』昭和６年刊）とあ
ります。そして、その石碑の下部には、明治時代の歌人田辺玄齢の詠
った「旅人の橋の名におふ袖ときて水にすかたをうつしてや見し」の
歌が彫られています。
中園町にある袖解橋石碑
その街道の一つである「秋穂街道」とは、山口と秋穂浦の港を結ぶ
道路です。秋穂浦を起点に、仁光寺・梅ノ木峠から山陽道へ、現在、
唯一残存する一里塚がある陶峠下から、海抜 200 メートルの陶峠（すえがたお）を越えて、堂紺を
通って、平野から吉野橋で九田川を渡り、平川の福良・小原・向矢原と椹野川に沿って上り、秋穂
渡瀬（あいわたせ。往時は、橋はなく渡し舟だった）を渡り、大歳地区の富田原集落の中を通り、
刑務所の中辺りから袖解橋までです。
この秋穂街道は、海路から山口へ入る道路として大内氏時代に整備されたといわれ、魚介類の運
搬や軍事上の要路でもありましたが、またの名を「御上使道（ごじょうしみち）」といいました。
大内氏が山口に本拠を移し、安芸、九州そして中央へと勢力を伸ばし、貿易にもたずさわって大内
文化の名を高めましたから、都などから訪れる多くの使者たちがこの街道を往来したからだと言わ
れています。
また、秋穂浦の漁港の近くの道路脇に「髪解橋」と刻んだ小さな石碑が立っています。その案内
板によると「大内時代に秋穂浦は山口の表玄関として栄えました。この町筋の江の川（現在は道路
の下にある）に髪解橋があって、船で来た旅人はここで髪形を整えたという。現在は『髪解』とい
う地名が残っている。平成 8 年秋穂町教育委員会」とあり、往時の秋穂道の賑わいがしのばれます。
（大歳史談会、文責： 藤井晃）

たお

陶峠下にある秋穂街道の一里塚。石を積み上げて
造られています。現在、この一里塚のみが残存し
ます。

秋穂漁港の近くにある髪解橋の石碑

