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昨年９月に着工しました大歳地域交流センター増改築
工事が完了しました。地域の皆様には長い間、大変ご迷惑
をおかけいたしましたが、一層多くの方に交流センターを
ご利用いただければ幸いです。
多くの方のご来館をお待ちしています。
なお、駐車場につきましては、災害対策として、透水性
舗装の整備を４月４日（月）から約１ヶ月間実施予定です。
その間は、交流センター正面の第１駐車場は利用できませ
ん。併せて、安全確保のため、駐車場の小学校側の出入口
を２箇所封鎖します。交流センターを利用される方は隣の
第２駐車場をご利用下さい。
ご迷惑をおかけいたしますがご協力お願いします。

工 事 完 了 後 の 交 流 セ ン タ ー

交流センターの施設内で公衆無線 LAN サービスが４月１日（金）から利用
できるようになります。センターで開催される生涯学習活動や災害時の情報
収集などで利用いただけます。利用方法など詳細については、センター職員
までお尋ね下さい。

日時：４月２４日（日）９:００～ 大歳小学校グラウンド
恒例の『大歳地区体育祭』が盛大に開催されます。
平成２８年度最初の体育行事です。多くのみなさんの出場・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。
※雨天中止。開催の場合は６：３０に煙火を打ち上げます。
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
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4 月 15 日(火)(体)大歳地域交流センター後援会総会（大歳地域交流センター）
4 月 15 日(火)(体)大歳体育振興会総会（大歳地域交流センター）
04 月 18 日(金)(自)大歳自治会長会（大歳地域交流センター）
04 月 18 日(月)(自)大歳地区戦没者追悼慰霊祭（大歳地域交流センター）
04 月 18 日(月)(自・社)大歳自治振興会・大歳地区社会福祉協議会総会
04 月 24 日(日)(自)第 56 回大歳地区体育祭（大歳小グラウンド）
05 月 25 日(水)
チャレンジデー2016
05 月 29 日(日)(体)第 59 回大歳地区分館対抗ソフトボール大会（椹野川運動公園）
06 月 18 日(土)
おおとし防災の日関連事業（大歳地域交流センター）
6 月 19 日(日)(体)第 39 回大歳地区分館対抗バレーボール大会（スポーツ文化センターアリーナ）
7 月 03 日(日)(体)第 39 回大歳地区卓球大会（大歳小体育館）
07 月 11 日( )(自)ふしの川水系クリーンキャンペーン
07 月 11 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
08 月 06 日(土)(自)第 30 回おおとし夏まつり
08 月 09 日(土)(自)第 7 回大歳地区グランドゴルフ大会
08 月 22 日( )(自)大歳地区花いっぱい運動花壇コンテスト審査日
09 月 10 日(土)
鴻单中学校体育祭（鴻单中学校グラウンド）
09 月 11 日(日)
第 10 回山口市民体育大会（維新公園陸上競技場ほか）
09 月 17 日(土)(社)大歳地区敬老祝賀会（山口県総合保健会館）
9 月 24 日(土)
大歳小学校運動会（大歳小学校グラウンド）
10 月 02 日(日)(体)第 39 回大歳地区バドミントン大会（大歳小学校体育館）
10 月 16 日(日)(自)大歳地区一斉清掃（大歳地区内）
10 月 23 日(日)(自)第 40 回大歳まつり（大歳小学校グラウンド）
11 月 27 日(日)(体)第 17 回大歳地区分館対抗ソフトバレーボール大会（大歳小学校体育館）
12 月 11 日(日)(体)第 31 回大歳体育振興会長杯争奪少年サッカー大会（維新公園ちょるる広場）
01 月 18 日(日)
山口市消防出初式（山口单総合センター）
01 月 08 日(日)
山口市成人式（市民会館）
01 月 15 日(日)第 12 回山口市駅伝競走大会（きらら博記念公園）
毎年 7 月 21 日はおおとし防災の日（平成 23 年制定）
※行事日程は変更となる場合があります。予めご了承ください。
(体)…大歳体育振興会主催行事 (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

大歳地域交流センターでは、４月から新しいメンバ

大歳こども英語クラブでは大歳小の生徒さんを対象

ーでパソコン講座を開始し、パソコンの知識や操作を

に、アメリカ人ブライアン先生と楽しみながら色々な物

学びます。

の名前や正しい発音を学んでいます。

中級の定員に少し空きがありますので、パソコンの

さあ、あなたも体験レッスンに参加しませんか？

ス キ ル を 高 め た い 方はこ の 機 会 に 是 非 ご参 加下 さ
い！
内容：ワード応用編・エクセル応用編
日時：毎週火曜日１０時～１２時
定員：１５名
参加費：無料
問い合わせ： 大歳地域交流センター(TEL922－4035)

体験会：４月１３日（水）１５時～１６時
活動日：第１～３水曜日 １５時～１６時
会 費：２，６００円/月
場 所：大歳地域交流センター
定 員：１４名
問い合わせ：友森(TEL080－1911-0870)
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この度大歳バレーボールスポーツ少年団は、山口県小学
生バレーボール連盟会長杯争奪新人大会県決勝大会にて、
惜しくも８位で終わりました。これから全日本予選の県決
勝大会で優勝することを目標に頑張ります。
現在、団員数 7 名(6 年 3 名、5 年 4 名)で楽しく、目標
に向かってバレーボールをしています‼バレーボールに興
味のある方、今から何かスポーツをしたい人、一緒にバレ
ーボールをしませんか？下記のとおり、”バレーボール体
験教室” ”親子バレーボール教室”を予定しています‼
是非一度体験してみませんか？
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みんなで楽しくサッカーをしよう！！
見学・体験大歓迎！！
対象：小学１年生～６年生
日時：１６:３０～１８：００（月・火・木・金）
９：００～１２：００（土）
低学年は月曜日・木曜日
高学年は火曜日・金曜日・土曜日
場

所：大歳小グラウンド

問い合わせ：大歳サッカースポーツ少年団

日時：４月１３日（水） 15:00〜16:30
４月１６日（土） 9:00〜12:00
(8:45 受付開始)
場所： 大歳小学校体育館
※当日体育館に直接ご来場ください。
持参物：上靴、飲物、タオル
※運動が出来る服装でご参加ください。
問い合わせ：大歳バレーボールスポーツ少年団
代表 山根(TEL 925-3862)
父母会会長 寺戸(TEL 090-2296-0983)

代表

☆４月から新しいメンバーを加えてスタートします。
【平成２８年４月からの体制】
所長：岡村 利彦
行政窓口担当：山根 正司、小田 早苗、
沼田 良子（小郡総合支所から）
地域担当：村田 充広、山本 悟（こども家庭課から）
自治振興会：勝井 勝治、小野 喜美子、藤井 郁子、
網屋 雅代、原 伸枝
【人事異動者】
行政窓口担当：橋本 慶子（佐山地域交流センターへ）
地域担当：佐藤 晃（山口銀行へ出向）
☆お世話になりました。ありがとうございました。

日

石井

貫太郎(TEL 090-2296-0983)

時：４月１６日（土）
１３：３０～１５：３０

内

容：①しおりづくり
（大人の居場所年間活動計画）

②卓上花びん敶き
持参物：ハサミ、洗濯ばさみ数個
場

所：大歳地域交流センター２階講堂

参加費：１５０円
問い合わせ：大隅（TEL９２４－７４７５）
※どなたでもお気軽にご参加ください。

【大歳地区４月の行事予定】
1 日(金)
4 日(月)
5 日(火)
5 日(火)
8 日(金)
13 日(水)
14 日(木)
15 日(金)

ぶっくん来館日（15：20～16：00）
燃やせないごみ
交流センター後援会総会（18:15～）
大歳体育振興会総会（19:00～）
体育祭打ち合わせ会
自治会長会（18:30～）
母子相談（受付 10:00～11:00）
金属・小型家電製品の日
パソコン相談（10:00～12:00）
受付 10:00～10:30 まで

15 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
18 日(月) 大歳地区戦没者追悼慰霊祭
大歳自治振興会・大歳地区社協総会
20 日(水) びん・缶の日
22 日(金) 子育て支援「太陽クラブ」（10:00～13:00）
24 日(日) 第５６回大歳地区体育祭
25 日(月) 古紙・ペットボトル分別収集（大歳①）
28 日(木) 古紙・ペットボトル分別収集（大歳②）
29 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

平成 28 年 4 月
大歳のエトセトラ
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吉富簡一と脱隊騒動

木戸孝允と深夜の脱出

第 2 次長州征伐（長州では四境戦争）以降 5000 名に増大した諸隊は、戊辰戦争を各地でたたか
い明治 2 年凱旋してきます。しかし、彼らを待っていたのは常備軍として精選する 1500 名を除い
て、わずかな褒賞金とともにリストラされるという過酷な運命でした。多くは農家の 2，3 男で生
業をもたない兵士たちが新しい時代のために奮闘したことへの返答がこれかと怒りを爆発させた
のも当然です。防府の遊撃軍から始まった抗議の活動は 2000 人にもふくれあがり、住民の共感も
得て、翌年 1 月には県庁を取り巻くに至ります。木戸孝允はライバル薩摩が平穏なのに、なぜ長州
でだけこんな事が起きるのかと愚痴っていますが、脱隊騒動は民衆が兵士として志願した長州だか
らこそ起きた問題であり、欧米を含め、革命後の義勇軍の処遇問題は新政府の悩みの種になってい
ます。
木戸の山口脱出は脱隊組を軍事力で鎮圧するという方針への転換を象徴するものです。木戸日記
によれば、1 月 26 日県庁に行こうとしたが、脱隊組が囲んでいて入れず、逆に自分を捕らえようと
しているとの通報を受け、馬関に行こうと決心し、間道をつかって吉富邸にいったとあります。簡
一は老母・妻子を親戚の美禰氏に預けるなどの措置をとっており、翌日、夕闇にまぎれて木戸・吉
富・長・佐々木の４人は名田島の桜井宅をめざして間道を逃れていきます。途中で道案内人たちが
ワッと叫んで逃げ去ったので、敵に遭遇したかと草むらに隠れて緊張の時を過ごしますが、何も起
こらず、彼らは案内人が何かの影におびえて逃げただけと覚ります。案内人がいなくなって、山道
を転げ落ち、道なき道を迷いつつ切り傷だらけになって名田島についたと記されています。ここか
ら船で下関に行き、軍艦に鎮圧軍を乗せて帰ってきますが、途中、宇部沖で嵐にあって、軍艦の到
着が遅れることを陸上部隊に伝えるため、簡一が危険を冒して連絡役をやりとげた話が「吉富簡一
履歴」に記されています。しかし、柳井田関門のたたかいでは脱隊組が鎮圧軍を圧倒しますが、木
戸は軍を再編して防府から攻撃を再開し小鯖から山口に入り、脱隊組に勝利しました。脱隊組の上
層部は過酷にも処刑されました。
大歳には柳井田の脱隊組に握り飯を届け、傷ついた兵士を運ぶ手伝いを多くの村民が行ったとの
話が残り、平川には「隊中様」の碑もあります。民衆は脱隊組への同情と共感を隠していませんし、
折からの農民一揆と脱隊組の提携も記録に残されています。一方、吉富簡一の脳裏には、天保一揆
で打ち壊しにあった「吉富家の悲劇」が浮かんでいたようです。曾祖父は打ち壊しの 19 日後に憤
死、父は精神を患って早く引退します。簡一が生まれる前のはなしで
すが、農民一揆への恐怖心と敵愾心は語り伝えられていたでしょう。
ですから、妻子をいち早く避難させ、木戸の弾圧策への転換にもすぐ

山口市柊（ひいらぎ）に
ある「脱退諸士招魂碑」

さま賛同し、脱出の手順を整えたのが簡一であることは明らかです。
簡一履歴には、鴻城軍でともに戦か
い反乱側へいったかっての同志へ
の思いなどは一切残されていませ
ん。良かれ悪しかれ、簡一のこの武
断的志向と決断力が木戸の気にい
り、簡一に政府への出仕をすすめる
ことになります。
（大歳史談会、文責 武波義明）
平川の南、鎧ヶ垰(たお)にある
藤山佐熊（隊中様）の碑

