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８／２８ 竹細工・そうめん流し

人

数

13,440

日

時：１０月２３日（日）９時３０分～１５時

場

（雨天時縮小開催：９時３０分～１４時）
所：大歳地域交流センター

世帯数

TEL 922-4035

FAX 922-4036

（行政窓口）

TEL 922-2461

6,396

平成 28 年 9 月 1 日現在

今年は会場が大歳地域交流センターに
なります。駐車場はありませんので自転車
または徒歩でお越し下さい。

１０月１５日号で配布する大歳まつりプログラムには『お楽しみ抽選券』が付いています。
今年も素晴らしい賞品をご用意しておりますので、自治会名、お名前を記入して、必ず大歳まつ
り会場内の本部テントに設置している抽選箱に入れてください。
昨年の大歳まつりは“Wii Ｕ スーパーマリオメーカーセット”が特賞でした！今年の特賞は…。
今年は特別ゲスト「マジシャン“高重翔”」(チャレンジャーズライブ 2016 東京 準優勝)がや
ってきます！皆様のご来場を実行委員一同、心よりお待ちしております。
詳しくは１０月１５日号に配布する「大歳まつりプログラム」をご覧ください。
下記の日程で地区バドミントン大会を開催します。
奮ってご参加ください。
日 時：１０月２日（日）開会式 ８時３０分
場 所：大歳小学校体育館
競技種目：分館対抗の部、クラス別による個人の部（混合ダブルス）
主 催：大歳体育振興会
主 管：大歳バドミントンクラブ
問い合わせ：大歳体育振興会（大歳地域交流センター内 ＴＥＬ ９２２－４０３５）

日
場

時：１０月１５日（土）１０時～１２時

講 師 山口市レクリエーション協会

所：小郡ふれあいセンター

【資格等】

持参物：上靴、動きやすい服装、飲み物
参加費：無料（託児は要申し込み）

● 山口市立興進小学校

● チャレンジ・ザ・ゲーム普及審判員
● キンボールマスター

定

員：先着２５組

● スポーツテンカ普及審判員

９３４－２８６５）

徹 氏

● レクリエーションインストラクター

象：年中園児から小学３年生までの子どもと保護者

（ＴＥＬ

中田

教諭

対

申し込み：市教育委員会 社会教育課

理事長

● ラジオ体操指導員
● コーディネーショントレーニングブロンズライセンス

等

平成２８年１０月

大歳交流センターだより

Ｎｏ.９１

出場された選手の皆さん
お疲れさまでした。なお、
百足競争男女、二人三脚、
迷走リレー、４００ｍリレ
ーは大歳地区体育祭で優勝
された分館に出場していた
だいています。優勝めざし
てがんばって下さい！
☆バレーボールＡブロック

☆グラウンド・ゴルフ

一回戦

ＶＳ宮野（●０-２）

残留決定戦

ＶＳ吉敷（●１-２）

７位

☆陸上・レクスポーツ競技（Ａブロック）

☆ソフトボールＡブロック

ロープジャンピング１０

８位

１００ｍ百足競走（女子）

８位

一回戦

ＶＳ白石（○６-５）

迷走リレー（混合）

６位

二回戦

ＶＳ吉敷（●０-７）

玉入れ

６位

☆卓球Ａブロック

二人三脚リレー（混合）

８位

予選Ｃゾーン２位

４００ｍリレー（一般）

８位

１００ｍ百足競走（男子）

７位

決勝トーナメント

一回戦

ＶＳ湯田（●２-３）

日時：１０月２４日（月）１４時～１６時
場所：山口情報芸術センター

多目的室（２階）

絵本に関心を持ち始める時期の乳児を対象にブックス

申し込み：電話、ＦＡＸ、メールで住所、氏名、電話番号を

タート体験を大歳地域交流センターで開催しています。

明示の上、１０月７日までに、山口市立中央図書

年間４回の開催時のボランティアを募集します。ボラン

館へ申し込み。

ティアをされたい方は、ブックスタート養成講座の受講
をお願いします。

（ＴＥＬ ９０１－１０４０
Ｅメール

ＦＡＸ ９０１－１１４４

info@lib-yama.jp）

平成 2８年１０月

大歳交流センターだより

日時：１０月２６日（水）１５時～１７時

Ｎｏ.９１

お父さん大歓迎！食後はかるたで遊ぼう！

場所：大歳地域交流センター

日時：１０月３０日（日）

９時３０分～１４時

参加費：無料（軍手とタオルは各自持参）

献立：ごはん、秋刀魚の塩焼き、豚汁、旬の野菜で一品

申し込み：大歳自治振興会

持参物：エプロン、お茶
参加費：大人２００円、子ども１００円

（９２０－１７００）
締め切り：１０月２１日まで（先着１００名）

申し込み：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ

オレンジ色を中心にパンジーかビオラを植えます。お花を植えたプラ

（先着２４名）
９２２－４０３５）

ンターは家庭に持ち帰っていただきます。お花が終わったら各自で季節

※１０月３日から受付開始。１０月１４日締め切り。

の花に植え替えて引き続き花いっぱいの大歳づくりにご協力ください。

※参加者にはバンダナとランチョンマットをプレゼント。

過去の戦争でなくなられた方々に対して追悼の

大歳まつりで展示されない

意を捧げるとともに、過去の教訓を風化させること

多くの作品を展示します。

なく平和の大切さを伝えるため、追悼式を開催しま

皆さんの来場をお待ちして

す。

おります。
日時：１０月２８日（金）～３０日（日）
９時～１７時（最終日は１６時まで）
場所：山口市菜香亭
問い合わせ：パッチワークグループ「楽の会」
三浦

（ＴＥＬ

９２４－００９４）

日時

：１１月５日（土）

場所

：山口单総合センター

１１時～

入場料：無料（供物料等はご遠慮ください）
問い合わせ：市社会課
（ＴＥＬ ９３４－２７９０）
※市報１０月１５日号に掲載予定です。
②囲碁・将棋大会
日時：１１月２８日（月）９時３０分～
場所：大歳地域交流センター

①グラウンドゴルフ大会
日時：１１月６日（日）９時～

集合時間:８時３０分

２階

参加費５００円

対象：概ね６０歳以上の方

申し込み：大歳自治振興会（ＴＥＬ
締め切り：グラウンドゴルフ大会
囲碁・将棋大会

※ルールは当日教えます。

講堂

対象：概ね６０歳以上の方

場所：大歳小学校グラウンド

※道具のない方はお貸しします。

集合時間:９時

９２０－１７００）
１０月２５日まで
１１月１４日まで

【大歳地区１０月の行事予定】
2 日(日)
3 日(月)
14 日(金)
15 日(土)
17 日(月)
19 日(水)
23 日(日)
24 日(月)

第３９回大歳地区バドミントン大会
燃やせないゴミの日
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
大人の居場所(13:30～15:30)
金属・小型家電製品の日
びん・缶の日
第４０回大歳まつり
古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

26 日(水) 花づくり講習会
26 日(水) 高齢者出前健康講座（大歳健康福祉部会）
上矢原公会堂（10:00～12:00）
27 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
28 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
29 日(土) 大歳ふるさとウオッチング
30 日(日) 親子料理教室

平成２８年１０月
大歳のエトセトラ

大歳交流センターだより

No.91

３４

兼重暗香筆「毛利敬親具足祝図」
本年が兼重暗香没後 70 周年になりますので、記念して、大歳祭りでは暗香の作品を紹介します。
「毛利敬親具足祝図」は、兼重暗香が、毛利敬親と重臣等との「具足祝」の様子を描いた絵図です。
長州藩でも、藩政初頭より正月に、重臣たちが具足を付けてお祝をしていたのが「具足祝」です。
平和な時が流れ、「具足祝」は行われなくなってきていましたが、幕末、戊午密勅に始まり尊王攘夷
運動や毛利藩が不利になる政変などがあり、情勢が緊迫してくる中、今後起こるであろう苦難に立ち
向かう藩士を鼓舞するため、具足祝が文久４（1864）年（元治元年に改元）正月に再開されました。
絵図には、禁門の変直前の緊迫した様子が描かれていると思います。この後、戦があり、多くの人命
を失いましたが、王政復古が成立しました。安定した政治が進められた中、毛利敬親と重臣や多くの
死者等の功績が風化しないように、当時、具足祝の給仕役として参列した敬親公の小姓・河北一が、
「具足祝」の絵図を作成し後世に意義を伝えようとようと考え、姪にあたる兼重暗香に描かせ、明治
36（1903）年、毛利家に献上したものです。
この祝図は、文久４（1864）年の具足祝の様子を描いていますが、執筆時にその当時の出席者が数
尐なくなっていたので、暗香は、容貌や服装などの詳細を聞き出したり文献を調べたり苦労したよう
です。また、絵具や絹布などの材料費や調査・学習など
の費用が 30 円（現在の 60 万円に相当）位要したようで
す（文献１）。
この絵について、中央最上段の神妙な面持ちの人が、
藩主毛利敬親です。文献２によると、敬親の前の三宝の
上に一巻の巻物が見られますが、この具足祝図に添えら
れた河北一の書付によると、これは「軍令状」だという
ことです。長州藩兵が、国許を出発するにあたり、敬親
（この時点では慶親）は、後継ぎの世子定広（のち元徳）
と連名で、一通の軍令状を与えたといいます。それは、
天文 22(1553)年に毛利元就・隆元父子が連名で出した
戦陣での規則を、そのまま写し、毛利家における「万古
不易之軍令状」
（いつまでも変わらない出陣訓）として、
家老国司信濃に与えたものです。
禁門の変に敗れた後、長州藩は兵の派遣について、京
都に向けた軍事行動ではないと申し開きします。しかし、
幕府は、国司信濃に与えられたこの軍令状こそが、軍事
行動の動かぬ証拠だとして、長州藩の責任を問い、問罪
の使いを長州に差し向けることとなったそうです。
（文献１）「暗香書状」No.87 及び 164、河北家所有。
（文献２）地域情報誌「ほっぷ」No.621（平成 28 年７
月 15 日（金）発行）記事、柴原直樹（毛利博物館館長
代理）書「目で見る毛利家あれこれ第 302 回」
（史談会 文責：井手明雄）
毛利敬親具足祝図、文久４（1864）年の
具足祝の様子を暗香が明治 37 年に描い
て、毛利に献上した。

