№９８

平成２９年５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
4/19

東山通り下矢原線開通式
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平成 29 年 4 月 1 日現在

平成２２年度から整備を進めていました都市計画道路
東山通り下矢原線の一部が４月１９日（水）から開通し
ました。開通に伴い、交通の流れが変化することが予測
されますので、周辺の標識や看板に従って通行していた
だきますようお願いします。
また、引き続き広場整備や県道を含む周辺道路整備を
行いますので、皆様には大変御迷惑をおかけしますが、
御理解と御協力をお願いします。御不明な点等があり
ましたら下記まで御連絡ください。
問い合わせ：山口市都市整備課
（ＴＥＬ

９３４－２７７３）

日時：５月２７日(土）１１時～
場所：山口南総合センター（名田島１２１８番地１）
※入場料は無料（供物料等は御遠慮ください。）
※事前の申し込みは不要です。当日１０時５０分まで
に会場にお越しください。
問い合わせ：市社会課
（ＴＥＬ ９３４－２７９０）
大歳地区では、例年４月１８日に開催していました
大歳地区慰霊祭を取り止め、市による戦没者追悼式へ
参画を促すこととしています。当日は現地までバスが
でます。御遺族の方でバスを御利用される方は５月９
日（水）までに申込をしてください。
申込：藤村 勉
（ＴＥＬ ９２５－３８８８）

大歳地区分館対抗バレーボール大会を維新百年
記念公園スポーツ文化センターで開催します。地区
内の親睦を深めつつ、ボールを追って気持ちの良い
汗を流しましょう。一生懸命プレーする姿に御声援
をお願いします。
日時：５月２１日（日） ８時３０分～
場所：維新百年記念公園
スポーツ文化センターアリーナ
主催：大歳体育振興会
問い合わせ：大歳体育振興会事務局
（大歳地域交流センター内）
（ＴＥＬ

９２２－４０３５）
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Ｎｏ.９８

風薫る季節、友だちづくりを始めてみませんか？
食推さんと簡単な料理をみんなで楽しく作り、

日時：５月１０日（水）
１０時～１２時

※受付９時３０分～

内容：簡単おやつ作り、茶話会
対象者：乳幼児と保護者

先着１５組（託児あり）

楽しく食べませんか？

・雑穀ごはん

日時：５月２０日（土）

・ポークピカタ

９時３０分～１２時３０分

指導者：上杉照子さん

場所：大歳地域交流センター

持参物：エプロン、子どもの飲み物

参加費：２００円

場所：大歳地域交流センター

２階

和室

申込：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ

９２２－４０３５）

※５月１日（月）から受付開始

会員制ではありませんので、どなたでも参加可能
です。年間のメニューは大歳交流センターにありま
す。
日時：５月２０日（土）
１３時３０分～１５時３０分
内容：☆ガンバルーンボールで遊ぼう！
※空気を減らしたボールで簡単な体操や
ゲームを行います。
☆銭太鼓に挑戦！
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：代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

持参物：エプロン、三角巾
申込：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ

・さけるチーズとポ
テトのサラダ

・野菜のガーリッ
クスープ
・コーヒーゼリー

先着１５名

９２２－４０３５）

※５月１日（月）から受付開始

おひとり住まいの高齢者の方へお配りするふれ
あい弁当（大歳地区社会福祉事業）に添えるペーパ
ーフラワーを作ります。お手伝いいただける方は、
大歳地域交流センターまでお越しください。
日時：５月２２日（月） １０時～１２時
５月２９日（月）
〃
６月５日（月）
〃
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
持参物：工作はさみ、おしぼり
問い合わせ：大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）
※ふれあい弁当の掛け紙づくり（掛け紙の色塗り）
を手伝ってくれる方も募集しています。興味のある
方は御連絡ください。

どうしてうちの子は片づけをしてくれないの？！と悩んではいませんか？
親子で一緒に整理収納のコツや環境について学び、牛乳パックで鉛筆立てを作ってみましょう。また、
子どもたちが普段使っている筆箱を実際に片づけてみましょう。
日時：５月１３日（土） １０時～１２時
場所：吉敷地域交流センター １階 講堂
対象者：小学生と保護者 先着１５組
持参物：子どもが普段使っている筆箱、のり、カッター
問い合わせ・申込：市社会教育課 （ＴＥＬ ９３４－２８６５）
講師紹介：整理収納アドバイザー 三浦 育美
愛媛大学を卒業後、幼稚園教諭・保育士として勤務されました。
２０１５年に整理収納アドバイザーの資格を取得、昨年お片づけ
laboratory.「YOUR-SiDE」を立ち上げられました。現在は子育ての傍ら、
お片づけに関する各種セミナーや講座、整理収納サポート事業などで活躍されています。
資格：整理収納教育士、ライフオーガナイザー２級、学校教諭 1 種免許、幼稚園教諭 1 種免許、
保育士
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大歳ひろめ隊は、小学生中心のよさこいチームで
す。地区のまつり、ちょうちんまつり、白狐まつり
など市内のイベントに参加しています。
日時：毎週金曜日 １９時～２０時３０分
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
会費：年３,６００円
問い合わせ：代表 阿部
（ＴＥＬ ９２０－１１６９）

Ｎｏ.９８

大歳地区分館対抗ソフトボール大会を椹野川運
動公園で開催します。地区内の親睦を深めつつ、日
頃の練習の成果を十分に発揮し、優勝を目指しまし
ょう！
ボールを追って一生懸命プレーする姿に御声援
をお願いします。
日時：６月４日(日）８時３０分～
※雨天中止
場所：椹野川運動公園
主催：大歳体育振興会
問い合わせ：大歳体育振興会事務局
（大歳地域交流センター内）
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）

チャレンジデーとは午前０時から午後９時までの間に１５分以上継続してスポーツや運動を行った住民
の「参加率（％）」を、人口規模がほぼ同じ自治体同士で競い合う、住民総参加型のスポーツイベントで
す。今回は東京都狛江市と対戦します。
参加するには？
５月３１日（水）(午前０時～午後９時)、市内で１５分以上体を動かし、集計センターに報告をするだ
けです。特別、何かの大会などに登録・参加する必要はありません。散歩や徒歩での通勤・通学なども対
象となります。
報告・問い合わせ：山口市チャレンジデー実行委員会事務局(スポーツ交流課内）
（ＴＥＬ ９３４-２８７４）
（ＦＡＸ ９３４-２６６５） メール challengeday@city.yamaguchi.lg.jp

チャレンジデー当日（５月３１日）は、大歳地域交流センターにて定期利用団体「健脚教室」の皆さん
とソフトペタンクを行います。どなたでも参加できますので、是非一緒にチャレンジしましょう！！たく
参加賞もあるよ！

さんの方のご参加お待ちしております。
日時：５月３１日（水） １０：００～１２：００
場所：大歳地域交流センター２階 講堂
※申込みは不要です。お気軽にご参加ください！

【大歳地区５月の行事予定】
1 日(月) 燃やせないごみの日

22 日(月) お花づくり（10：00～12：00）

5 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

22 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

10 日(水) 母推さんの子育て応援講座（10：00～12：00）
15 日(月) 金属・小型家電製品の日
19 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）
19 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
20 日(土) 食推さんの男性料理教室（9：30～12：30）
20 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）
21 日(日） 第４０回大歳地区分館対抗バレーボール大会

24 日(水) びん・缶の日
26 日(金) 太陽クラブ（10：00～13：00）
29 日(月) お花づくり（10：00～12：00）
29 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
31 日(水) チャレンジデー「ソフトペタンク教室」
※木曜日はプラ容器包装分別収集

平成２９年５月
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黒川市 その２
－その変転するところ：維新の只中で－
黒川市は、江戸時代の初期から伝馬を置いて公用や商人の書状・荷物を逓送する「宿駅」として稼
働していましたが、歴史上その存在が顕著になるのは幕末の山口移鎭（イチン）以後です。山口移鎭
とは、幕末の緊迫した状況の中で、萩の辺境では政治上或いは防衛上適切ではないとの理由で、1863
年（文久 3 年）藩庁を萩から山口へ移転したことです。このことによって、秘密の漏洩や間者の侵入
を恐れた藩は、守りを固めるため藩庁へ通じる、宮野・一の坂・鎧峠・陶峠・千切峠・吉敷大峠・勝
坂鯖山・小郡柳井田に関門を築き、監視員を置いて、無許可で他国人が山口に入ることを禁止しまし
た。この「山口封鎖」で、石州街道の様相は一変することになりました。他国人が激減するのとは対
照的に、領内の人々は行政の中心地となった山口へ、足繁く行き来することになったのです。各宰判
への指令は山口から送られ、報告や嘆願は山口へと集められました。下関での攘夷戦を前にして、下
関・吉田・船木・小郡から、黒川市を通過する山口への道を、急使はひた走ったのです。1864 年（元
治元年）9 月、外国艦隊襲来や長州征伐軍の侵攻に備えて、上司への迅速な通達を確保するため、領
内に「続飛脚」体制が構築されました。それは一里から一里半ごとに人馬の交換ができる継場（ツギ
バ）を設置するというものでした。小郡から山口までの石州街道は約 3 里、その中間に位置したのが、
重要な継場であった黒川宿でした。ただこの未曽有の通行増大への対応は、困難を極めました。そこ
で人夫や伝馬への増恩米を願い出たのです。文久 3 年 9 月から慶応 2 年 8 月までの 3 年間、米 15 石 8
升の支給が認められました。その願いは、慶応 4 年まで延長されることになりました。人夫 23 人、
伝馬 12 疋も農家との併用ではなく、独自に常駐することになったのです。
この当時の黒川宿は、他国人の通行封鎖により、商人やその荷物の通行は減尐しましたが、代官等
の諸役人、急飛脚、長府や清末といった支藩主の行列など公用通行は増加しました。それは黒川宿に
とって、維新の激動を肌で感じ、慌ただしく困難を極めた一時期でした。何故なら、激減した一般商
人からの収入はほとんどなく、公用通行の人馬賃金は、無賃だったのです。その苦しさは並大抵では
なかったでしょう。
来月号に続きます。
（大歳史談会 文責： 黒田五郎）

継場の風景、『MIT Visualizing Culture』より転写

当時の飛脚、『江戸の飛脚』より転写

