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昨年７月に着工された大歳小学校体育館の建て替え工事が終わり、この度新しい体育館が完成
しました。完成に伴い、新たに体育館の定期利用を考えておられる団体がありましたら、既存の
団体とあわせ、体育館利用の調整会議を行いますので、９月４日（金）までに大歳地域交流セン
ターへご相談ください。
なお、地域の皆様への開放については、これらの調整会議を
経た上で、体育館へ格納する備品の整備や、利用団体の皆様が
快適かつ安全に利用していただくためのルールを整備した後に、
改めてご案内いたします。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ：大歳地域交流センター（TEL９２２－４０３５）

大歳地域交流センター増改築工事が９月から着工されることとなり、交流センターを利用する
上で、以下の点について変更が生じます。工事期間中は地域の皆様には大変ご迷惑をお掛けする
ことになりますが、ご理解とご協力をお願いします。
○行政窓口が１階講座室（調理室の隣の部屋）に移動します。
○講座室、調理実習室、和室、図書室が利用できなくなり、講堂につきましても工事の進ちょく
状況により一定期間利用が制限されます。
○正面玄関及び行政窓口入口の利用ができなくなり、交流センターへの入口が調理室前の一箇所
のみとなります。
○交流センターの建物の前の駐車場（第一駐車場）が使えなくなります。
※交流センター敶地内の西側の駐車場（第二駐車場）は従来どおり利用できます。
工事着工日が近づきましたら、工事中の館内案内図などを館内に掲示いたしますので、詳しく
はそちらをご確認ください。

この度、やまぐちの情報を電子ブックで閲覧できるサイト「やまぐちebooks(Ybook)」
（http://y-ebooks.e-manager.jp/）に大歳交流センターだよりを掲載させていただくこととな
りました。交流センターだよりのほか、市報、ゴミ資源収集カレンダー、防災ガイド
ブック等も各種端末（パソコン、iPhone、iPad、Android等）で閲覧できますので、
ぜひご利用ください。
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時：９月５日（土）１３：３０～１５：３０
容：☆１０月１１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。
（竹とんぼ、ビブラーター、割り箸鉄砲、
鬼ようず凧など）
☆頭の体操（折り紙あそび）

場 所：大歳地域交流センター ２階講堂
参加費：１００円
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。

がん検診や特定健診はお済みでしょうか？
健診の結果や健康づくりについて、保健師や栄
養士に相談してみませんか？９月の健康相談では
血管年齢測定・体組成測定・血圧測定などを実施
します。また、みそ汁の塩分測定や食品に含まれ
る脂肪量の展示なども行います。
初めての方もお気軽にお立ちよりください。
日 時：９月１１日(金)１０：００～１１：３０
場 所：交流列車おおとし
料 金：無料
持参物：健康手帳（お持ちの方）・健康診査結果等
みそ汁の塩分測定を希望される方は、みそ
汁５０ml 程度を密封容器に入れてお持ち
ください。
問い合わせ：山口市保健センター
（TEL９２１－２６６６）

Ｎｏ.７８

赤ちゃんとのやさしいふれあいを一緒に楽しみましょう！

日

時：９月９日（水）１０時～１２時
（受付９時３０分から）
場 所：山口県母子・父子福祉センター
対 象：乳児とその保護者 １５組
講 師：荒木 和子 氏（ＨＡＲＵＫＡ）
持参物：バスタオル、飲み物、オムツ（余分に）
申し込み：大歳地域交流センター
ＴＥＬ ９２２－４０３５
※９/１（火）から申込みを受け付けます。
※場所が変更になっていますので、ご注意下さい。

８月４日（火）、大歳地区花いっぱい運動の花壇審査が
行われました。審査結果は以下のとおりです。
水やりや草とり作業等、大変苦労されたことと思います
が、どの団体も手入れの行き届いた素敵な花壇でした。表
彰は、１０月１１日（日）の大歳まつりで行われます。

優秀賞：上矢原子ども会、下湯田自治会、
坂東自治会
優良賞：上湯田上自治会、中矢原子ども会、
朝田福寿会
努力賞：下矢原子ども会、矢原住宅自治会、
勝井自治会、岩富子ども会、
矢原第２住宅子ども会

上矢原子ども会

下湯田自治会

坂東自治会

比婆山は神話と伝説の山です。ブナの原生林に覆われ、秋は黄金色に輝き紅葉が見事です。
日時：１０月２４日（土）～２５日（日）
行程：一日目は広島県民の森公園センターから牛曳山、毛無山等へ登り、公園センターに宿泊。
二日目は烏帽子山、比婆山等に登り公園センターへ。
定員：３３名（先着順）
参加費：約２万円
申込方法：ハガキに住所、氏名、年齢、電話番号、登山用カッパ（上下）、登山靴の有無を記入の上、
９月１５日（火）必着で、大歳地域交流センター(〒753‐0861 山口市矢原 1407‐5)まで。
事前説明会：９月２７日（日）１３時～１５時「大歳地域交流センター」で開催。
申込者は必ずご出席ください。
問い合わせ：山口山岳会 阿部（TEL９２２－０２０２、携帯０９０－９４６０－３３８１）
※詳しくはインターネットに掲載しています。「山口山岳会」・「市 民登山教室」・「比婆山」で
確認してください。
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最近つまずきやすくなってきた等足腰が弱ってきたと感じておられる方、教室に参加して体を動
かし足腰の筋力アップに取り組んでみませんか？ １コース 全１２回の教室です。
対象者：６５歳以上で介護保険の認定を受けていない方
日 程：10 月 13 日（火）、10 月 20 日（火）、10 月 27 日（火）、10 月 29 日（木）、
11 月 05 日（木）、11 月 10 日（火）、11 月 17 日（火）、11 月 24 日（火）、
12 月 01 日（火）、12 月 08 日（火）、12 月 15 日（火）、12 月 17 日（木）
時 間：９：３０～１１：３０
場 所：しらさぎ会館（希望者は送迎あり）
定 員：２０名
料 金：1 回 ３００円
内 容：体力測定 体操 ウォーキング ニュースポーツ 講話 等
問い合わせ･申し込み：市高齢・障がい福祉課
（山口市基幹型地域包括支援センター TEL ９３４－２７５８）
＊申込み後、教室のご説明とお体のご様子をお伺いするための訪問をさせていただきます。

最近、海に行くことも尐なくなってきましたが、大歳地域を飛び出して、秋穂の海辺で、ヨット、海辺
のスポーツなどの体験をしてみませんか !
開催日時：９月１３日（日）９：００～１５：００（現地における行事予定）※雨天時は中止
集合時間・場所：当日９時までに、秋穂中道海水浴場（あかせビーチ）へ集合
（現地集合・解散のため、各自で車での移動をお願いします。現地まで車で約 1 時間とお考えの上、
ご集合ください。当日はあかせビーチの駐車場、施設を借り上げています。現地付近案内地図は、
大歳地域交流センターに置いています。）
参加条件：大歳地域の親子（子どもだけの参加はできません。）
参加費：大人１,０００円、子ども５００円（参加費は、当日現地で徴収します。）
募集人員：５０人程度（参加者多数の場合は、抽選により決定します。）
申し込み：９月４日（日）までに大歳自治振興会へ（TEL９２０－１７００）
持参品：昼食（おにぎり）、飲み物、帽子、運動靴、タオル、着替え
（昼食のおかずは、ＢＢＱで対応します）
内容： ９:００～ ９:３０ 現地受付、内容説明
９:３０～１２:００ 海辺の体験①（※ヨット教室、釣り、海辺のスポーツほか）
１２:００～１３:００ 昼食
１３:００～１４:３０ 海辺の体験②（※ヨット教室、釣り、海辺の生物探索ほか）
１４:３０～１５:００ 周辺清掃、現地解散
※小学校３～６年生と保護者（午前１０組、午後５組）を対象に、ヨット連盟の指導で「ヨット教室」
を実施しますので、申込の際に参加希望者をお知らせください（参加料１人５００円追加）
参加者多数の場合は、抽選により決定します。

【大歳地区９月の行事予定】
2 日(水)
3 日(木)
5 日(土)
6 日(日)
9 日(水)

大歳まつり実行委員会（19:00～）
燃やせないごみの日
鴻南中学校体育祭
山口市民体育大会
子育て応援講座（10：00～12：00）
（山口県母子・父子福祉センター）
10 日(木) 金属・小型家電製品の日
11 日(金) 健康・介護予防相談（受付 10：00～11：30）
（交流列車おおとし）
11 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

13 日(日)
13 日(日)
16 日(水)
19 日(土)
24 日(木)
25 日(金)
25 日(金)
26 日(土)
28 日(月)

「海辺の教室」in 秋穂（9:00～15:00）
交流列車おおとしまつり（10:00～15:00）
びん・缶の日
大歳地区敬老祝賀会（県総合保健会館）
古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
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）
キッズフェスティバル
古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
※木曜日はプラ容器包装分別収集
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２１

軽便鉄道

その１

明治 31 年（1898）3 月には山陽鉄道は、西進し三田尻まで達していました。次に三田尻～下関間
の工事にかかる時、路線は三田尻から県庁所在地の山口を通って小郡に出る計画を出していました。
しかし、旅館業者が「客足が留まらなくなり商売に困る」といって猛反対したため、この計画は取
りやめとなり、路線は三田尻～小郡へ直結することになります。このことが後に問題を残すことに
なりました。
その一つは県庁移転問題です。県庁を鉄道沿線の便利のよい所に移転すべきだという意見がでた
のです。移転の候補地として、赤間関市（下関）と三田尻町（防府）が名乗りを上げてきました。
山口町側も県庁移転問題を押さえるため、山口町長を中心に山口鉄道委員会を結成し、小郡～山口
間の鉄道建設を推進することにしました。明治 32 年のことです。
委員会の内部では、本鉄道案と経費の安い軽便鉄道案の２つの意見がでて対立しましたが、結局、
軽便鉄道を作ることにきまり、明治 40 年 12 月に山口市軌道会社が設立されました。しかし、資本
の問題で大日本軌道と合併することとなり、翌年 7 月に山口軌道会社はその山口支社となりました。
社長は雨宮敬次郎（明治末期の鉄道王といわれた人）、山口支社長に中村竹兵衛、相談役には吉
富寅太（吉富簡一の長男）、八木宗十郎、小河源一、秦包道、梅田治輔など山口町の有力者が就任
しました。
明治 41 年 11 月、小郡新町から湯田間の工事が完成し、同月 14 日に試運転が、15 日に開業式が
行われました。当初 1 日 7 往復でしたが、開業第 1 日の湯田駅の乗客 139 名、降客 178 名でした。
12 月 10 日には湯田～山口新道間が、42 年 2 月 21 日に小郡新町～小郡間が、43 年 7 月 20 日に山口
新道～お茶屋橋（後河原）間が、11 月 16 日になって小郡～小郡駅間がそれぞれ開通しています。
この時の運賃は小郡～山口間が 20 銭でした。
当時の物価は、白米 10kg が 3 円 40 銭、コ－ヒー10 銭、大卒初任給が 65 円～75 円でした。
（大歳史談会、 文責：白上茂樹）

山口～小郡間を走る軽便鉄道の列車

