
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№８９ 平成２８年 ８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 13,445 世帯数 6,398 平成 28 年 7 月 1 日現在 

 

７／２３・２４ キッズフェスティバル 

 リオデジャネイロ五輪サッカー男子の日本代表に、鴻南中学校を卒業した久保裕也選手と原川力選手が

選ばれました。学校や地域での盛り上がりを受け、みんなで集まり生放送の試合を大型スクリーンやテレ

ビを見ながら応援するパブリックビューイングを開催します。みんなで一緒に久保・原川両選手をはじめ

日本代表を応援し、熱いエールを送りましょう！ 

 

○第１回目  ：平成 28 年 8 月 8 日（月）  

開催時間  ： 10:00～ 12:00（開場 9:30）日本対コロンビア戦  

開催場所  ：維新百年記念公園  スポーツ文化センター  

レクチャールーム（会場は土足厳禁）  

○第２回目  ：平成 28 年 8 月 11 日（木・祝）  

開催時間  ： 7:00～ 9:00（開場 6:30）日本対スウェーデン戦  

開催場所  ：大歳地域交流センター講堂（先着 100 名）  

  

入場料   ：どちらも入場無料  

 その他   ：駐車場の台数に限りがあります  

       できるだけ乗り合せの上お越しください  

問い合わせ：久保裕也選手パブリックビューイング実行委員会事務局  

（ TEL 920-1700）  

 

 

 

日 時：８月６日（土）１８：００～２１：００ 

場 所：大歳地域交流センター前駐車場 
 

※ 雨天の場合は大歳地域交流センター前駐車場で縮小開催します。（舞台は中止） 

※ 駐車場はありません。自転車や徒歩でまつり会場へお越しください。 

自転車でお越しの方は所定の場所へ駐輪してください。 

☆ 詳しくは、「おおとし夏まつりプログラム」をご覧ください。 

【おおとし夏まつりのプログラムの訂正について】 

スポ少野球模擬店に｢ジュース｣と掲載しておりますが、販売いたしませんので訂正します。 

子ども会模擬店の｢射的｣、｢スーパーボールすくい｣について、正しくは｢文房具くじ｣、｢スーパーボールくじ｣

になります。 

久保裕也選手 

原川力選手 



 

 ７月３日(日)に開催された消防団操法大会に大

歳分団も参加しました。選手一丸となって奮闘し

たものの２４位と悔しい結果となりましたので、

来年は入賞めざして頑張ります。 

 

【出場選手】 

指揮者 古西 剛士 

１番員 野村 雄太郎 

２番員 藤林 祥吾 

３番員 藤村 幸弘 

補助員 波多野 照典 

 大歳地区社会福祉協議会では、敬老祝賀会(９月１７

日開催)に参加されるみなさんに季節感あふれる手作

りペーパーフラワーをプレゼントします。下記のとお

り「お花づくりの会」を開催しますので、お手伝いい

ただける方を募集します。 

どなたでも自由に参加できます。みんなでお茶をしな

がら楽しくお花をつくりましょう！ 

 

日時：８月 ２日（火） １３：００～１５：００ 

   ８月２２日（月） １０：００～１２：００ 

   ８月２９日（月） １０：００～１２：００ 

   ９月 ５日（月） １０：００～１２：００ 

場所：大歳地域交流センター ２階講堂 

持参物：工作はさみ 

問い合わせ：大窪 

（TEL ０８０－２９０４－８１９３） 

放送大学は、ラジオ、テレビ、インターネットで

学ぶことができる通信制大学です。山口市内では２

００名を超える方々が学んでおられます。多彩な放

送授業３００科目があり、お好きな科目を１科目か

ら受講できます。皆様の生涯学習として、またご自

身のキャリアアップ、資格取得を応援します。学生

同士の交流の場としても最適です。この機会に「学

び直し」挑戦してみませんか？ 

■平成２８年１０月入学出願受付 

 第１回 ６月１５日（水)～８月３１日（水） 

 第２回 ９月１日（木）～９月２０日（木） 

■入学相談時間 

 月曜日、祝日を除く１０：００～１７：００ 

問い合わせ：放送大学山口学習センター 

（TEL ９２８－２５０１） 

緊急時・災害時には電子サイレン音に続き、音声放送

をいたします。しかし、屋外スピーカーからの距離や大

雨、暴風等によって放送内容が聞こえないことがありま

す。その場合は下記の手段で放送内容を確認できます。 

① 山口市防災メール 

事前に登録することで放送内容を配信します。 

② 防災無線情報案内 

防災行政無線親局で放送内容を電話で確認できます。 

電話番号は（９３４－２６９１）です。 

問い合わせ：山口市防災危機管理課 

      （TEL ９３４－２７２３） 

 プロの社交ダンスを見て一緒に体を動かしましょう！脳の活性化や美しい姿勢が作れます！ 

講師：立分 敏子（財）日本ボールルームダンス連盟公認教師、こいね会 舞踊学院所属 

古賀 大三（実技アシスタント） こいね会会員 

内容：①ダンスタイム ②茶話会と食推さんのお話 

日時場所： ９月２６日（月）１０：００～１２：００ 大歳地域交流センター ２階講堂 

     １０月２６日（水）１０：００～１２：００ 上矢原公会堂 ※駐車場はありません。 

     １１月１５日（火）１０：００～１２：００ 高井公会堂 ※駐車場はありません。 

問い合わせ：健康福祉部会 山下 （TEL ９２２－２８６６） ※皆さんの多数の参加をお待ちしてます！ 
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1 日(月) 燃やせないごみの日 
3 日(水) 大歳地区花壇コンクール 花壇審査 
5 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00） 
6 日(土) 第３０回おおとし夏まつり（18：00～21：00） 
8 日(月) サッカーパブリックビューイング（維新公園） 

11 日(木) サッカーパブリックビューイング 
（大歳地域交流センター） 

15 日(月) 金属・小型家電製品の日 
17 日(水) びん・缶の日 
18 日(木) やまぐち車座トーク 21 
       （大歳地域交流センター 18：30～20：30） 
 

 

  
開催日時：８月２７日（土）１８：００～２０：３０ 
     ※雨天の場合は、正午までに中止の判断を致します。 
場  所：山口リハビリテーション病院玄関前広場 
内  容：☆バザー 焼きそば、焼き鳥、お好み焼き串、かき氷、たい焼き、フランクフルト、

焼きイカ、ジュース（酒類の販売は致しません）など 
     ☆ゲーム 輪投げ、スーパーボールすくい、ヨーヨーつり 
     ☆盆踊り（炭坑節、大内のお殿様等） 
     ☆白河踊り 
     ☆ステージ企画 西京高校吹奏楽部（予定） 
             よさこい平川組 
             太鼓演奏 
             花火大会等 
そ の 他：１７：３０に大歳地域交流センター駐車場発のシャトルバスを運行 
     （駐車場には限りがございますので公共の交通機関をご利用ください） 
 
問い合わせ先：山口あかり園        担当 池田 TEL９２１－１６２１ 
       山口ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院   担当 長尾 TEL９２１－１６１６ 
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19 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00） 
20 日(土) 第 7 回大歳地区三世代交流 

グランドゴルフ大会（大歳小学校グラウンド） 
20 日(土) 大人の居場所(13:30～15:30) 
22 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①） 
25 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②） 
26 日(金) 子育てサークル“太陽クラブ”  

ミニキャンプ（10：00～13：00）※要事前申込 
28 日(日) 大歳地区三世代交流 

竹ざいく・そうめん流し（大歳地域交流センター） 
※木曜日はプラ容器包装分別収集 

 

【大歳地区８月の行事予定】 

久住連山の秋は山肌が燃えるような赤や黄に彩られます。雄大な風景、鮮やかな景色が広がり、大感動が待

ってますよ。皆さん、久住の秋を楽しみませんか？ 

 

日程：１０月２２日（土）～２３日（日） 

行程：１日目 牧ノ戸峠登山口から沓掛山、久住山を登り、法華院温泉山荘に宿泊。 

   ２日目 大船山からくたみ分かれ登山口に下山 

定員：３５名（先着順） 

参加費：２万２千円 

申込方法：往復はがきに、住所・氏名・生年月日・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７日（水）必着で、「市民登山教室参加希望」と記入し、大歳地域交流センター（〒753-0861 山

口市矢原 1407-5）宛てに送付ください。 

事前説明会：９月１１（日）９時～１１時「大歳地域交流センター」で開催。 

問い合わせ：山口山岳会 阿部（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」で確認ください。 
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大歳のエトセトラ ３２ 

幕末期、大歳地区での地震 その２ 
江戸地震については、非常に多くの瓦版が発行されたからでしょうか、『年中吉凶記録』には、

大歳で体感した地震についての記録以外に、「・・・江戸表において地震があり、これは前代未聞

のことで、江戸の凡そ８割の家が揺れ倒され、凡そ土が１m 位荒波の打ち寄せたように持ち揚げら

れ、そのため火が出て出火夥ただしい事であった。江戸中の死人は凡そ 25 万数千人といわれてい

ます。又江戸の吉原の家が数千軒あった中２軒が助かったとのことでした」と詳しく記載されてい

ます。数字については怪しい面がありますが実際には、この時の江戸地震では 30 余カ所出火し、

焼失面積は 2.2km2、家屋の損壊焼失 1 万 4 千軒余り、死者４千人余あったことが内閣府の調べ（文

献２）でわかっています。この地震では、江戸の町の高所より低所がひどく、特に、吉原地区（現

在の浅草寺の北側、台東区千足４丁目）は M6+とひどく、吉原地区は、死者は江戸全体で 4293 人に

対し、630 人、家屋の倒壊は 14,346 軒に対して６軒と、死者が多いようですが、『年中吉凶記録』

には、火災が多く発生し、郭（くるわ）全体に延焼した、とあるように火災による死者が多かった

のでしょう（文献２）。『江戸大地震末代噺の種』（文献３）には吉原の日本堤から浅草寺にかけ

て発光があり「白気」が上がり、浅草寺五重塔の九輪が曲がったと書かれています。 

『年中吉凶記録』に記載されている安政元(1854)年 11 月 4 日の大歳地区での地震は、最初が安

政東海地震（M8.4）安政南海地震（M8.4）の余波によるものですが、実は、この地震の少し前、安

政元年６月 15 日に伊勢・伊賀・大和でＭ6.5、閏７月５日に陸奥でＭ6.5 の地震が起こっていまし

た。大歳で体感した地震・安政南海地震の２日後の 11 月 7 日には豊予海峡地震（M7.4）も起って

います。更に、安政２(1855)年 1 月 27 日遠江・駿河で、2 月 1 日飛騨白川・金沢で M6.7、7 月 4 日

に米子で M6、8 月 3 日陸前でＭ7.3、9 月 28 日遠州灘で M7 の地震と続いた後、10 月２日に前述の

Ｍ6.9 の江戸地震があり、日本全土地震漬けでした。（文献１）（大歳史談会、文責： 井手明雄） 

（

（文献） 

１，「新編日本被害

地震総覧」、宇佐美龍

夫著、東京大学出版会

発行（2003） 

２， 『災害教訓の継

承に関する専門委員会

報告書、1855 安政江戸

地震、震度の出典』平

成 16 年３月内閣府発

行(2004) 

３，『江戸大地震末

代噺の種』出版者不明、

早稲田大学図書館所蔵、

安政２年(1855) 

 

 画は、『江戸大地震末代噺の種』より転写。1855 年の安政江戸地震で

吉原の日本堤の裂けた大地より浅草寺にかけて走った発光現象の画。

この時、浅草寺の五重塔頂上の九輪が曲がった。 


