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☆バレーボールＢブロック
一回戦 ＶＳ白石 （○２-０）
優勝
二回戦 ＶＳ阿知須（○２-０）
決勝戦 ＶＳ佐山 （○２-０）
☆ソフトボールＡブロック
一回戦
ＶＳ阿知須（●１-１）トス４-５
残留決定戦 ＶＳ大殿（○９-７）
☆卓球Ａブロック
予選Ａゾーン ２位
決勝トーナメント一回戦 ＶＳ嘉川（●２-３）

ロープジャンプ

た選手の皆さま、
大変ありがとうご
ざいました。

☆グラウンドゴルフ
９位
☆陸上・レクスポーツ競技（Ｂブロック）８位
二人三脚リレー（混合）
１３位
迷走リレー（混合）
３位
１００ｍ百足競走（男子）
６位
１００ｍ百足競走（女子） １０位
ロープジャンピング
７位
玉入れ
２位
４００ｍリレー（一般）
１０位

平成２９年１０月

大歳交流センターだより

Ｎｏ.１０３

下記の日程で大歳地区バドミントン大会を
開催します。分館対抗戦と個人戦がありますの
で奮ってご参加ください。
日時：１０月２２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）
※出場申込は１０月１１日（水）までに各分館
長または体育委員までお願いします。

第８回三世代交流グラウンドゴルフ大会を
８月２６日（土）残暑きびしい中、大歳小学校
グラウンドで開催しました。５１人の選手が上
位入賞を目指してプレーしていました。参加し
た子どもたちはお年寄りからアドバイスを受
け、和やかに楽しんでいました。大会の結果は
次のとおりです。（敬称略）
【子どもの部】
優勝
西口 恵
準優勝 兼重 元就
３位
横山 空飛
【一般の部】
優勝
後藤 健公
準優勝 松本 正史
３位
品川 佳廣
問い合わせ：大歳自治振興会
（ＴＥＬ ９２０－１７００）

山口市では、絵本に関心を持ち始める時期の
乳児とその保護者を対象に、「ブックスタート
体験会」を大歳地域交流センターで開催してお
り、お手伝いをしていただくボランティアの方
を募集します。活動内容は、ブックスタートに
ついての資料の説明等です。やってみたいと思
われる方は、まずは下記講座の受講をお願いし
ます。※受講料無料
日時：１０月２３日（月）１４時～１６時
場所：山口情報芸術センター 多目的室（２階）
内容：ブックスタートボランティア養成講座
（１）講演「子どもの育ちと絵本」
講師 原田洋子氏
（２）山口市ブックスタートについての説明
申込・問い合わせ：山口市立中央図書館
（ＴＥＬ ９０１－１０４０）
（ＦＡＸ ９０１－１１４４）
（Email
info@lib-yama.jp）
申込締切：１０月６日（金）まで
※電話、ＦＡＸ、又はＥメールで、郵便番号、
住所、氏名、電話番号を明示してください。

大歳自治振興会では、今年度も「花いっぱい
の大歳づくり」を進めています。講習会ではプ
ランターにノースポール、ビオラ、シクラメン、
チューリップを植えます。植えたプランターは
家庭に持ち帰っていただきますので、見えやす
い場所や庭などで育ててください。お花が終わ
ったら各自で季節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。
日時：１０月２５日（水）１５時～１７時
定員：先着１００名
持参物：軍手、タオル
申込：大歳自治振興会事務局
（大歳地域交流センター内）
（ＴＥＬ ９２０－１７００）
※１０月２日（月）から受付開始。
申込締切：１０月２０日（金）まで

平成 2９年１０月

大歳交流センターだより

今年の地区一斉清掃は１０月１５日（日）
です。昨年は、約２，２００人が清掃活動に
参加され、地区内をきれいにしていただきま
した。今年も皆さんのご協力で大歳地区内を
きれいにしたいと思います。皆さんのご参加
をお願いいたします。

１０月は大歳まつり（遊びの広場）の準備を
行います。古くて新しい！遊び道具を一緒に作
りましょう！申込は不要です。どなたでもご参
加ください。
日時：１０月２１日（土）
１３時３０分～１５時
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
内容：竹細工、ビブラーター、割り箸鉄砲
折り紙、リサイクル工作など
問い合わせ：大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

Ｎｏ.１０３

大歳地区社会福祉協議会では７５歳以上のお
一人住まいの方にお配りするふれあい弁当を作
っています。ふれあい弁当に添えるペーパーフ
ラワー作りのお手伝いをお願いします。申込は
不要です。皆さんのご参加お待ちしております。
日時：１０月１６日（月）
１０月３０日（月）
１１月 ６日（月）
１１月１３日（月）
いずれも１０時～１２時
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
持参物：工作ばさみ、おしぼり
問い合わせ：大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

日時：１０月２７（金） １０時～１３時
場所：大歳地域交流センター ２階 和室
内容：英語による絵本の読み聞かせ
おかしバッグつくり
対象：未就園児の親子
持参物：飲み物
申込：不要
問い合わせ：太陽クラブ 代表 山根
（ＴＥＬ ０８０－５２０７－５０５９）

【大歳地区１０月の行事予定】
2 日(月) 燃やせないごみの日

20 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

3 日(火) 頭と体のいきいき教室（13：30～15：00）

21 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

6 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

22 日(日) 第４０回大歳地区バドミントン大会

11 日(水） 母子相談（10：00～11：00）

25 日(水） 花づくり講習会（15：00～17：00）

15 日(日） 大歳地区一斉清掃

26 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

16 日(月) 金属・小型家電製品の日

27 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

16 日(月) お花づくり（10：00～12：00）

30 日(月) お花づくり（10：00～12：00）

18 日(水) びん・缶の日

31 日(火) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）

20 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）

※木曜日はプラ容器包装分別収集

平成２９年１０月
大歳のエトセトラ

大歳交流センターだより
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大歳民謡
大歳センターだよりの「おおとし・今昔 34 号」
（平成 6 年 6 月発行）に、以前大歳史談会会員の
山根由江さんが「大歳民謡のこと」と題して、記載されていました「大歳民謡」の歌詞を皆様に紹介
しましたら、歌詞の内容を理解できないと言う方がかなりおられました。先だって、8 月 15 日に戦
後 72 年目の終戦記念日を迎えましたが、歌詞が詠まれた開戦前からの社会の変貌はすさまじいもの
がありますので、仕方がないかなと思いましたので、少し内容を解説します。
この大歳民謡は、昭和 15 年、大歳小学校の音楽の先生でした伊藤梅彦先生が作詞作曲されたもの
です。その歌詞は、大歳の事をよく表していると思いますが、
一、 桜ほんのり百間土手に
水は清いよ(ﾁｮｲﾄ)椹野川
二、 一度来やんせ大歳村へ
土地の名物(ﾁｮｲﾄ)ナス進上
三、 麻田の園に石碑が一つ
防長二州の(ﾁｮｲﾄ)守り親
四、 西は朝田よ東は矢原
仲をとりもつ(ﾁｮｲﾄ)新国道
五、 五神の一つよ朝田の宮は 村の栄えの(ﾁｮｲﾄ)守り神
六、 水の流れに蛍は光る
夕べ涼しい(ﾁｮｲﾄ)秋穂渡せ
七、 石津河原に夏咲く花は
色もとりどり(ﾁｮｲﾄ)河童連
八、 馬庭阿仙原ほんに仙境よ 山の中とて(ﾁｮｲﾄ)花は咲く
となっています。
一番目の「百間土手」は、石津橋と高田橋の間の土手のことです。
二番目の「大歳村」とあるのは、大歳地区は、当時、未だ山口市に編入されていませんでしたので大
歳村です。「ナス進上」は、矢原在住の長谷川本蔵さんが育種された黑紫色で肉質のしまった丸茄子
で、「大歳茄子」として全国的に有名になったものです（下の写真が大歳茄子です）。
三番目の「麻田の園に石碑」は、周布町にある周布政之助の功績を讃える石碑のことで、近くの船田
墓地には、敵が来たら睨らみ返すとして、政之助のお墓が「麻田公輔」の名前で街道に向けてありま
す。
四番目の「新国道」は、現在の湯田から小郡へ向かい、湯田大橋を通る旧国道 9 号線の道です。
五番目の「五神の一つ」は、明応 6 年（1494）、周防国領主大内義興が九州の戦陣へ向かう際、戦勝
祈願のため周防五社詣りをした五社の一つです。五の宮といいます。現在、朝田神社に合祀されてい
ます。
六番目の「秋穂渡せ」は、山大通りと椹野川が交差するあたりです。
七番目の「河童連」は、以前、小字・八光面あたりの石津河原の川を小学生の水泳場として使ってい
たので、「かっぱ」と言ったのでしょう。
八番目の阿仙原は、朝田川を遡上した奥にありますが、当時は人が住んでいました。現在では誰も住
んでいません（下の写真は現在の阿仙原です）。
（大歳史談会、文責: 井手明雄）

現在の阿仙原風景

大歳茄子（山口県農業試験場の資料から）

