
 

正しい歯のみがき方を教わりませんか？ 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№８８ 平成２８年 ７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 13,448 世帯数 6,399 平成 28 年 6 月 1 日現在 

 

６／２３ 大歳お１００姓さんイベント 
 

「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

くりに関するお悩みや疑問・相談などある方は、お

気軽に健康相談をご利用ください。まずは一度お越

しになりませんか？ 

 

日時：７月８日（金）１０：００～１１：００ 

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 

   ・体脂肪測定・尿検査 

料金：無料 

問い合わせ：山口市保健センター 

    （TEL ９２１－２６６６） 

 

 

 

日 時：７月１３日（水） 

 １０時～１２時（受付９時３０分～） 

場 所：大歳地域交流センター ２階 講堂 

対 象：乳幼児とその保護者 

定 員：２０組  

内 容：歯科衛生士さんのお話と実習 

持参物：歯ブラシ、コップ、タオル 

申込み：大歳地域交流センター 

（TEL ９２２－４０３５） 

※７/１(金)から申込みを受け付けます 

担 当：母子保健推進協議会 

 ６月１９日（日）維新百年記念公園スポーツ文化セ

ンターアリーナにて開催しましたバレーボール大会の

結果を報告します。 

【男子の部】 

優 勝 下矢原 

準優勝 上矢原 

３ 位 中矢原 

 

【女子の部】 

優 勝 岩富 

準優勝 中矢原 

３ 位 上湯田下 

    ・下湯田 

 

 ７月１０日（日）が投票日です！選挙当日に用務

等がある方は、下記の日程で大歳地域交流センター

でも期日前投票ができます。 

【期日前投票日】 

 ７/７（木）～７/９（土）８：３０～１７：００ 

※詳しくは、後日配布される入場券でご確認ください。 

 体育祭でご協力をお願いしました熊本地震の義援金

は、６月２３日時点で３６,０２８円集まっています。   

義援金は、市社会課を通じて日本赤十字社山口県支

部に送ります。引き続き義援金の募金箱を大歳地域交

流センターに設置しておりますので、皆様のご協力を

よろしくお願いします。 

男子優勝 下矢原 

女子優勝 岩富 
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日 時：７月１６日（土）  

      １３：３０～１５：３０ 

内 容：☆フラダンスを体験！ 

     出演：アロハフラ・花みずき 

    ☆夏を涼しく過ごす簡単おやつ作り！ 

場 所：大歳地域交流センター ２階 講堂 

参加費：２００円 

問い合わせ：吉野（TEL ９２２－５２８６） 

  ※どなたでもお気軽にご参加ください 

がんの早期発見に向け、集団検診を実施します。早期のがんは自覚症状がないことが多いため、定

期的な受診が必要です。４０歳以上で、職場等で検診を受ける機会のない方はぜひ受診しましょう。

受診の際は必ず、がん検診等受診券をご持参ください。 

○大腸がん検診 ※要予約 予約先（山口市保健センター TEL ９２１-２６６６） 

日にち（検体提出日） 受付時間 場所 負担金 

７月１２日（火） １５：００～１６：００ 
大歳地域交流センター ３００円 

７月２２日（金） ９：３０～１０：２０ 

※事前に容器の受け取りが必要です。 

楽しくおいしく高齢者が対象の料理教室を開催い

たします。男女問わず、多くの方のご参加をお待ちし

ております。 

日 時：７月１３日（水）１０：００～１３：００ 

場 所：大歳地域交流センター 

定 員：１８名  会 費：２００円 

持参物：エプロン、三角巾 

申込み：大歳地域交流センター 

※７/１(金)から申込みを受け付けます 

締切７月８日（金）（TEL ９２２－４０３５） 

担 当：山口市食生活改善推進員 

○肺がん（結核）検診 ※予約不要（検診車で大歳地区を巡回します） 

日にち 受付時間 場所 負担金 

７月１２日（火） 

９：００～９：２０ クスリ岩崎チェーン湯田温泉駅前店駐車場 

なし 

 

９：３０～９：５０ 山口コアカレッジ（富田原町） 

１０：００～１０：３０ 山口酒販会館前（若宮町） 

１０：４０～１１：００ 周布町資源物ステーション（周布町） 

１１：２０～１１：５０ 旭幼稚園駐車場（下矢原） 

１３：３０～１３：５０ 上湯田下公会堂前（幸町） 

１４：００～１４：２０ 市営矢原住宅Ｂ棟東側駐車場横（中矢原） 

１４：４０～１５：００ 大歳駅横（勝井） 

１５：２０～１６：００ 大歳地域交流センター 

７月１３日（水） 

１３：２０～１３：４０ セブンイレブン山口朝田バイパス店（朝田） 

１３：５０～１４：１０ 分譲地６４号地前（朝田ヒルズ） 

１４：３０～１４：５０ 山口県薬業(株)駐車場（高井） 

○喀痰検査 

■対象：肺がん検診受診者のうち、５０歳以上で喫煙指数（１日の喫煙本数×喫煙年数）

が６００以上の方。 

■負担金：６００円（７０歳以上の方、後期高齢者医療被保険者証を提示された６５～

６９歳の方、７０歳未満で市民税非課税世帯の方（要事前申請）は５００円です。） 

問い合わせ：山口市保健センター（TEL ９２１-２６６６） 
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 大歳ジュニアスポーツクラブは、「子どもたちの身体活動の場を提供したい」との思いから、３年前

に結成したスポーツ少年団です。「だれとでもあいさつ」「自分で決めて」をモットーに、運動遊びや

ソフトバレーを通して、こころとからだを育てています。 

 

 

 

 

3 日(日) 第３９回大歳地区卓球大会（8：30～） 
4 日(月) 燃やせないごみの日  
8 日(金) 健康相談（10：00～11：00） 
8 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00） 

10 日(日) 参議院議員通常選挙投票日 
12 日(火) 肺がん検診 
13 日(水) 子育て応援講座（10：00～12：00） 
13 日(水) 肺がん検診 
13 日(水) 高齢者料理教室（10：00～13：00） 
14 日(木) 金属・小型家電製品の日 
 
 

15 日(金)  パソコン相談(10：00～12：00)  
受付 10:00～10:30 まで 

16 日(土) 大人の居場所(13:30～15:30) 
20 日(水) びん・缶の日 
22 日(金) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①） 
22 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）  
22 日(金) 第 2 回おおとし夏まつり実行委員会 
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 

【大歳地区７月の行事予定】 

大歳サッカースポーツ少年団出身の久保裕也選手が

リオ五輪サッカー代表の有力候補となっています。 

大歳地域交流センターに「日の丸」を用意しますの

で、大歳の皆さんでメッセージを書いて久保選手を応

援しましょう！後日、リオで久保選手にみなさんの熱

いメッセージが書き込まれた日の丸を手渡します。 

場 所：大歳地域交流センター 

期 間：７月２０日（水）まで  

担 当：大歳サッカースポーツ少年団 

             石井 貫太郎 

問い合わせ：大歳地域交流センター 

         （TEL ９２２－４０３５） 

 山口市から委嘱を受け、保護者のみなさんと乳幼

児の健康を守るために市保健師とのパイプ役として

活動しています。 

 妊娠中や赤ちゃん誕生後等に家庭訪問をしますの

で、妊娠や育児に関する心配ごとなど、お気軽にご

相談ください。 

★大歳地区母子保健推進員（敬称略）★ 

斉藤 正子、中村 陽子、今岡 早苗、石崎 雅恵 

三輪 陽子、馬越 洋子、松本喜代美、秦 裕見子 

藤村由美子、田中 郁子  

 

問い合わせ：山口市健康増進課 

（TEL ９２１－２６６６） 

 

活動日：毎週日曜日 １３：３０～１７：００ 

活動場所：大歳小学校体育館   

問い合わせ：大歳ジュニアスポーツクラブ代表 

 和田康夫（０９０－４５７１－６９１５） 

  ★関心のある方は、ご連絡ください！ 

【キッズＡＣＰ（アクティブ・チャイルド・プログラム）】 

最近は、子どもの遊ぶ環境が変化してきています。集団での遊びの経験が少ないと、運動嫌いになっ

たり、社会性が育たなかったりすると言われています。キッズＡＣＰでは、少しでも運動やスポーツが

大好きな子どもたちが育っていくように、みんなで手をつないで動いたり、風船をつきながら名前を呼

び合ったりする運動遊びをしています。地域の回覧でもお知らせしましたように、これからも毎月１回

活動日に行う予定ですので、関心のある方はご連絡ください。 
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大歳のエトセトラ ３１ 

幕末期、大歳地区での地震 その１ 
熊本・大分の大地震により、苦難の生活をされておられる方々、辛いでしょうがしっかり頑張って

ください。総てが好転することをお祈りしています。 

さて、幕末期に矢原で起こった地震について、古曽坊の田中家に伝わる古文書・『年中吉凶記録』（註

１）の中に、２件記載されていました。もっと多く発生したでしょうが、記載漏れか、記載するにあ

たらない程度のものだからでしょうか。記載されている２件の中、１件は、安永 7(1778)年「地震が

夏にありました」とだけ記録されているだけです。『理科年表』（丸善発行）（註２）で調べてみます

と、安永 7(1778)年 1月 18日(グレゴリオ暦で 2月 14日)に M6.5（註３）の地震が石見であり、備前、

安芸で強く揺れたとあります。筑前でも有感とありますから、この時の地震を体感したのかなと思い

ましたが、記録と時期が違うので、『理科年表』記載とは異なる別の地震だったのでしょう。 

もう 1件は、安政 2年に地震があったことが比較的詳しく、「寅年の 11月 4日（註４）から地震が

あり揺れ始め、翌５日午後４時には家が壊れるような揺れが有り、辺りでは大損害があった・・・」

とありました。『地震の事典』（文献１）によりますと、安政元(1854)年 11月 4日の地震は、「安政東

海地震」と呼ばれているもので、伊勢湾がひどく、関東から関西まで影響があり、死者２，３千人、

翌 5 日の地震は、「安政南海地震」と呼ばれるもので、近畿から九州まで被害がありました。これら

の地震は山口地方でも体感され、これを『年中吉凶記録』に記録したものでしょう。宇佐美龍夫氏の

『わが国の歴史地震の震度分布・等震度線図（改訂版）』（文献３）で調べてみますと、５日の「安政

南海地震」は山口地方で震度５弱（下図参照）とありました(註５)。 

当時の地震発生の様子を、『理科年表』で調べてみますと、驚くことに、ペリーが来航した嘉永

6(1853)年から安政 6(1859)年までの６年間に、日本全土にマグニチュード 6.0 以上の地震がなんと

27回と多発しています。『年中吉凶記録』には、「安政南海地震」に続いて、翌年、江戸で大地震が起

ったことが詳しく記載されていました。続きは次回にします。 （大歳史談会、文責： 井手明雄） 

（註１）寛永３（1626）年から元治元(1864)年までの 238 年間の出来事を記載。（註２）マグニチ

ュード 6.0以上の地震について記載。（註３）平成 28年４月 14日に起こった熊本地震（前震）程度。

(註４) 「寅 11月４日」とありますので、正確には安政元(1854)年 11月４日です。 (註５)震度につ

いて、震度５弱は、大半の人

が恐怖を覚え、棚の食器や本

などが落ちる程度で、震度 5

強は、物につかまらないと歩

行が困難で、固定していない

家具が倒れる程度。（文献）１、

茅野一郎・宇津徳治：日本の

主な地震の表、『地震の事典』，

第 2版、朝倉書店（2001）。２、

震度の出典、 宇佐美龍夫：

『新編日本被害地震総覧』、東

京大学出版会（2003）。３、宇

佐美龍夫：『わが国の歴史地震

の震度分布・等震度線図（改

訂版）』、日本電気協会（2010）。 
安政元(1854)年 11月 5日（新暦で 12月 24日相当）に起こった地震の状況 

『わが国の歴史地震の震度分布・等震度線図（改訂版）』より転写。図中数字は震度。 

 

 


