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数

13,423

世帯数

6,422

平成 29 年 5 月 1 日現在

壇の花植え

４月２３日（日）開催！

東西対抗玉入れ

綱引き

☆総合の部☆
優 勝 下矢原
５連覇していた岩富
準優勝 中矢原
第４位 勝井
を下して優勝！！

百足競争

第３位
第５位

☆百足競走（男子）☆
優 勝 中矢原
準優勝 和田
第３位
☆子どもリレー（男子）☆
優 勝 勝井
準優勝 中矢原
第３位

岩富
今井下

今井下

下矢原

分館対抗年齢別リレー

☆分館対抗年齢別リレー☆
優 勝 岩富
準優勝 下矢原
第３位 下湯田
☆綱引き☆
優 勝 岩富
準優勝 中矢原
第３位 勝井、下矢原
☆百足競走（女子）☆
優 勝 今井下
準優勝 和田
第３位 上矢原
☆子どもリレー（女子）☆
優 勝 上矢原
準優勝 中矢原 第３位 下湯田

最近、家の近くでは見かける事が尐なくなってきた“ホタル”を地域のおすすめスポットで鑑
賞してみませんか！？
日時：６月３日（土）１９時３０分～２１時３０分（予定） 受付１９時～
（雨天の場合は、中止とします。）
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
参加条件：大歳地域の親子（子どもだけでの参加はできません。）
参加費：無料
申込：６月１日（木）までに、大歳自治振興会（ＴＥＬ ９２０－１７００）へ
持参物：懐中電灯、歩きやすい服装
その他：夕食は、各自で済ませてからご参加ください。
鑑賞スポットまでは、各自で移動をお願いします。（付近に駐車場を確保しています。
駐車場から、さらに徒歩で１０分程度での移動をお願いします。）
現地まで係員が誘導しますが、安全については、各自でも十分気を付けてご参加くださ
い。

平成２９年６月

大歳交流センターだより

５月２１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

中矢原

準優勝

岩富

３

上矢原

位

【女子の部】
優

勝

岩富

準優勝

中矢原

３

下矢原

位

大歳地区卓球大会を大歳小学校体育館で開
催します。個人の部は当日の飛び入り参加もで
きます。是非奮ってご参加ください。参加賞も
あります。
※個人の部は、分館対抗の部の閉会式終了後に
開始します。
日 時：６月２５日（日）開会式８時３０分～
場 所：大歳小学校体育館
主 催：大歳体育振興会
主 管：大歳卓友会
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）

日時：７月１４日（金）
１０時～１１時
場所：大歳地区交流センター
内容：・足の筋力のバランス力チェック
（ロコモ度テスト）
・手軽に寝たきり予防トレーニング
・健康に関する相談等
※各種健診結果をお持ちの方は、ご持参下さい。
問い合わせ：山口市保健センター
（ＴＥＬ

９２１－２６６６）

Ｎｏ.９９

ニュースポーツに挑戦して、心も体もリフレッ
シュ！申込は要りません。どなたでもご参加くだ
さい。
日時：６月１７日（土）
１３時３０分～１５時３０分
内容：☆ボッチャ
☆ソフトペタンク
☆おもしろやかんカーリング
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）

自治会内に子ども会がなく、子ども会活動に興味関心
のある小学１～６年生のみなさん、大歳地区子ども会に
入りませんか？
活動：今年度１年間（希望者は延長可）
レクリエーション、キャンプなど
登録費：年１,５００円
（安全会費、育成会費、おやつ代含む）
第１回企画 ダンボールコンポスト作り
日時：７月９日（日）１３時～約１時間半
（受付１２時３０分～）
場所：大歳地域交流センター２階 講堂
講師：やまぐちエコ倶楽部
定員：先着１０名（低学年は保護者同伴が望ましい）
参加費：無料 登録費をお納めください。
持参品：水筒、活動着（汚れてもよい服）
申込：大歳地区子ども会育成連絡協議会 田中
（ＴＥＬ ０９０－５６９９－５６０８）
※１８時～２０時にご連絡ください。
（e-mail tsubaki.tanaka2em@gmail.com）
※名前、学年、住所、連絡先を明記してください。
申込期限：６月２０日（火）

大歳自治振興会では、地域づくりをサポート
する事務局員１名を募集します。
内容：一般事務
勤務地：大歳地域交流センター内
任用予定：平成２９年１０月１日から
問い合わせ：大歳自治振興会
（ＴＥＬ ９２０－１７００）
※面接日時、勤務日数、勤務時間、賃金等は大
歳自治振興会までお問い合わせください。

平成 2９年６月

大歳交流センターだより

Ｎｏ.９９

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
な検診受診が必要です。４０歳以上（子宮がん検診は２０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
■負担金 ３００円
■予約 山口市保健センター（ＴＥＬ ９２１－２６６６）※要予約
※事前に容器の受け取りが必要です。
日にち（検体提出日）
受付時間
場所
７月１９日（水）
７月２６日（水）

１５時
９時３０分

～
～

１６時
１０時２０分

大歳地域交流センター

○子宮がん検診
※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）は自己負担金が５００円です。
■予約 山口市保健センター（ＴＥＬ ９２１－２６６６）※要予約
日にち
受付時間
場所
６月２７日（火）
１４時２０分 ～
１４時４０分
大歳地域交流センター
○肺がん検診
■負担金 なし
■予約不要
※ 検診車で大歳地区を巡回します。
９時 ～
９時２０分 富田原町
山口コアカレッジ
９時３０分 ～
９時５０分 今井町
崋餐（焼肉屋）駐車場
１０時 ～
１０時３０分 若宮町
山口酒販会館前
１０時４０分 ～
１１時 周布町
周布町資源物ステーション
７月１９日（水）
１１時２０分 ～
１１時５０分 中矢原
市営矢原住宅Ｂ棟東側駐車場横
１３時３０分 ～
１３時５０分 幸町
上湯田下公会堂前
１４時 ～
１４時２０分 下矢原
旭幼稚園駐車場
１４時４０分 ～
１５時 勝井
大歳駅横
１５時２０分 ～
１６時
大歳地域交流センター
１３時２０分 ～
１３時４０分 朝田
セブンイレブン山口朝田バイパス店
７月２０日（木）
１３時５０分 ～
１４時１０分 山口朝田ヒルズ
分譲地６４号地前
１４時３０分 ～
１４時５０分 高井
山口県薬業(株)駐車場
※喀痰検査 （肺がん検診と同時に受診できます。）
■対象 肺がん検診受診者の内、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）は自己負担金が５００円です。
問い合わせ：山口市保健センター（ＴＥＬ ９２１－２６６６）

【大歳地区６月の行事予定】
1 日(木) 燃やせないごみの日

16 日(金） ブックスタート（10：00～12：00、14：00～16：00）

2 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

17 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

3 日(土) おおとしホタル鑑賞の夕べ（19：00～21：30）

21 日(水) びん・缶の日

4 日(日) 第６０回大歳地区分館対抗ソフトボール大会

22 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

12 日(月) 金属・小型家電製品の日
14 日(水) 母子相談（10：00～11：00）
16 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
16 日(金) おおとし夏まつり実行委員会（19：00～）
16 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）

23 日(金) 子育てサロン太陽クラブ（10：00～13：00）
25 日(日) 第４０回大歳地区分館対抗卓球大会
27 日(火) 子宮がん検診（14：20～14：40）
29 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

平成２９年６月
大歳のエトセトラ
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大歳交流センターだより
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黒川市 その３ －明治維新後－
人々の移動が、徒歩から馬、人力車、馬車、鉄道、自動車と速くなるにしたがって、黒川宿も他の
街道沿いと同じように素通りするだけのものとなりました。それでも密集した家並みは、村の中心地
としての役割を果たすようになったのです。藩籍奉還の明治２年、庄屋の支配地統合が行われ、黒川
村の黒川市・岩富は同村対岸の福良・田屋島とともに平川地区に統合されます（「黒川」という古名
はこの時平川地区へ移動）。明治７年、大小区制の導入で第六小区となり、旧庄屋は戸長と改められ
戸長役場（小区扱所）が黒川市に置かれ、新制度への対応に追われることになりました。明治 12 年、
町村制の施行で朝田村・矢原村は連合体として復活し、平川側の飛地となっていた「黒川市」・「岩
富」は椹野川を村界として朝田村に編入されました。明治 22 年市町村制が実施され、矢原村と朝田
村は合併し、村名も「矢原朝田村」となり、その後、明治 31 年、村名は「大歳村」と改められまし
た。制度が変わっても戸長役場（後に村役場）は黒川市に置かれ、その家並みとともに村の中心でも
ありました。
人力車も馬車も、駕籠に代わる乗り物として普及しましたが、それも大正頃から徐々に衰退してい
きます。代わりに鉄道と自動車が、交通の中心を担うようになるのです。明治 33 年に下郷に山陽鉄
道の小郡駅が設けられ、物資が集中することで、黒川市の通りも慌ただしいものになりました。さら
に明治 41 年小郡から湯田へ、大日本軌道株式会社経営の軽便鉄道も開通しました。しかし、大正２
年官営の山口線が開通することで、軽便鉄道は 4 年半で廃業することになったのです。大正 10 年、
黒川市を通る小郡～山口間が国道 17 号線となると、翌年、椹野自動車商会は、小郡～山口間に乗合
自動車を開通させました。小郡から椹野川堤防を経て山口に向かうというコ一スでした。桜並木の椹
野川堤防は、明治 22 年、椹野川改修工事で堤防を県道として作り変えた道ですが、沿道に桜並木が
あったので、そこを走るので桜自動車と呼ばれ、軒先に赤い旗を出しておくか、手を挙げれば、どこ
でも停車して乗降できるというのんびりしたものでした。バス 3 台で、15 往復したのです。
かっての石州街道は、県庁への主要な道路として、大正 10 年、国道 17 号線になりました。しかし
その道幅の狭さと増加する自動車に対応するため、昭和 7 年、北側にほぼ並行して走る国道が新設さ
れ、新たな 17 号線の登場となったのです。その時点で、黒川市を通り抜ける石州街道というメイン
ストリ一トは村道となり、その役割を終えることになりました。今では往年の繁栄を見出すことはで
きません。ただ僅かに残った家並みを見ると、染みついた時代の感懐を覚えるのです。
（大歳史談会 文責： 黒田五郎）
（文献）
勝俣鎭夫「売買・質
入れと所有観念」
（『日
本の社会史第 4 巻・負
担と贈与』岩波書店
1986 年）、『歴史の道
調査報告書 5・石州街
道』（山口県教育員会
2005 年 3 月）
黒川市にある現在の庚申塚

黒川市の恵美須様祠

