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今年は会場が大歳小学校にな
ります。駐車場はありませんので

日
場

時：１１月１２日（日）９時３０分～１５時
（雨天時縮小開催：９時３０分～１４時）
所：大歳小学校運動場・体育館

自転車または徒歩でお越し下さ
い。駐輪場は大歳地域交流センタ
ーに設けております。

１１月１日号で配布の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“プレイステーション４”が特賞でした！今年の特賞は…。
今年は特別ゲスト「オレンジ☆みるふぃ～ゆ」がやってきます！エフエム山口から２０１５年
１２月に誕生した、山口県のご当地アイドルです！メンバー全員が山口県出身ですのでぜひ見に
来てください♪
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１１月１日号で配布の「大歳まつりプログラム」をご覧ください。

大歳まつり実行委員会では、大歳まつりの目玉の一つとして、子ども実行委員長を募集したと
ころ、計９名の応募がありました！実行委員会で抽選をおこない３名の子ども実行委員長が決ま
りましたのでお知らせします！
当選者
○植木 大雅（６年生）
○松尾 夢叶（５年生）
○土井 暖道（３年生）
当選おめでとうございます！おまつりの日は子ども実行委員長のタスキをかけて、もちまきや
抽選会のお手伝いをお願いします。惜しくも落選となられた皆さんは申し訳ございませんでし
た。
問い合わせ：大歳まつり実行委員会
（大歳地域交流センター内）
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
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バレーボールよりも大きくて軽くやわらか
いボールを使う、誰でも楽しめるスポーツで
す。ご近所さんとの親睦をはかり、日ごろの運
動不足を解消するため、みんなで気持ちの良い
汗を流しましょう。奮ってご参加ください。１
チーム４人以上で編成します。
※競技者４名（男女各２名）
日時：１１月２６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：大歳ソフトバレーボールクラブ
大歳ジュニアスポーツクラブ
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１１月１７日（金）までに各分館
長または体育委員までお願いします。

日時：１１月２４日（金） １０時～１３時
場所：大歳地域交流センター
内容：ミニクッキング
クリスマスに関係する物の工作
対象：未就園児の親子
持参物：飲み物、スプーン、フォーク
お弁当を食べる方はお弁当
参加費：１家族１００円
申込：太陽クラブ 代表 山根
（ＴＥＬ ０８０－５２０７－５０５９）
申込締切：１１月１０日（金）まで

Ｎｏ.１０４

日時：１１月８日（水） １０時～１２時
（受付９時３０分～）
場所：大歳地域交流センター
内容：お魚の話と調理実習
指導者：山口県漁協 秋穂支部 女性部
対象：乳幼児とその保護者 先着１５組
※託児あります。
持参物：エプロン、三角巾、子どもの飲み物
申込：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
※１１月１日（水）から受付開始。
定員になり次第締め切ります。

日時：１１月１８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：お茶をしながらビデオ上映会
問い合わせ：大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

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３０年４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。
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放送大学山口学習センターでは、本年開設 20 周年を迎え公開講演会を予定しています。
日時：１１月２６日（日）１３時～１６時
内容：○基調講演
「近代日本の新たな精神文化の確立のための苦闘」
放送大学 魚住 孝至 氏 （放送大学教授）
○シンポジウム 「日本近代」を考える
・「夏目漱石の場合」 村上 林造 氏（山口大学教育学部教授：専門分野 文学）
・「西田幾太郎の場合」佐野 之人 氏（山口大学教育学部教授：専門分野学）
・「清沢満之の場合」 岡村 康夫 氏（放送大学特任教授：専門分野 宗教学）
場所：山口大学大学会館 １階 大ホール
（山口市吉田１６７７－１ 山口大学吉田キャンパス内）
定員：先着１５０名
申込：放送大学山口学習センター（ＴＥＬ ９２８－２５０１）

健康寿命をのばすためには社会参加が大切です。いつも元気に明るく生活するため、健康づく
り・絆・交流の輪イベントに参加しませんか？
①囲碁大会
日時：１１月２８日（火） ９時３０分～ ※９時に集合してください。
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
対象：概ね６０歳以上の方
参加費：５００円
申込：大歳自治振興会 （ＴＥＬ ９２０－１７００）
申込締切：１１月１５日（水）まで
②将棋大会
日時：１２月５日（火） ９時３０分～ ※９時に集合してください。
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
対象：概ね６０歳以上の方
参加費：５００円
申込：大歳自治振興会 （ＴＥＬ ９２０－１７００）
申込締切：１１月１５日（水）まで

【大歳地区１１月の行事予定】
2 日(木) 燃やせないごみの日

17 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）

3 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

17 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

5 日(日) 健康づくり・絆・交流の輪 グラウンドゴルフ大会

18 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

6 日(月) お花づくり（10：00～12：00）

20 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

8 日(水） 母推さんの子育て応援講座（9：30～12：00）

24 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

12 日(日) 第４１回大歳まつり（9：30～15：00）

26 日(日) 第１８回大歳地区ソフトバレーボール大会

13 日(月) お花づくり（10：00～12：00）

27 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）

15 日(水) びん・缶の日

28 日(火) 健康づくり・絆・交流の輪 囲碁大会

16 日(木) 金属・小型家電製品の日
17 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（２３日祝日を除く）
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周布政之助の苦悩
元治元年（1864）9 月 26 日の未明、周布政之助こと麻田公輔
が矢原の寓居の吉富藤兵衛（簡一）邸裏庭で自刃します。
その自刃の原因は、政之助らが反対したにも拘わらず京へ出兵
して敗れた「禁門の変」で朝敵にされ、孝明天皇の命を奉じた幕
府の征討軍が迫ります。他方、攘夷戦の報復で四国連合艦隊の下
関攻撃で大敗します。これによって藩内は反尊攘派（俗論派）が
台頭して争いが絶えず、移封などの重い処分も予想されるなかで、
政之助の懸命な周旋もままならない状況に絶望し、責任をとった
と言われています。
勿論、政之助は長州藩の尐壮官僚として藩政の中枢にあって、
安政５年（1858）、藩是三大綱、
「朝廷に忠節」
「幕府に信義」
「祖
周布政之助
宗に孝道」を建言し、安政改革を行い、更に文久元年（1861）
「航
海遠略策」では公武周旋ををすすめ、幕府の通商条約調印に対して、文久２年（1862）、藩是三大綱
を転換して、「破約攘夷」へと藩政を主導しました。その結果、尊王攘夷激派の志士たちの暗躍など
もあって「八・一八政変」で長州藩は七卿と共に京を追われ、復権を求めて兵を京に進めて「禁門の
変」を起こし朝敵とされたのですから、責任があったことは間違いありません。
ただ、こうした事態の裏に、藩主父子の官位が停止されたことに、政之助はより大きな責任を感じ
ていたと思われます。それは、藩主毛利慶親は天皇から与えられた「従四位上参議左近衛権中将」の
位階が停止され、幕府からは「松平」の称号と、12 代将軍家慶からの偏諱「慶」の字が取り上げられ、
元の「敬親」になります。世子毛利定広も「従四位下左近衛権尐将」が停止され、13 代将軍家定の偏
諱「定」が剥奪されます。この官位停止によって大名としての公式資格を失い、一切の政治活動が封
じられ、家臣も公式に領外へ出ることさえ禁止されたのです。
政之助が一番責任を感じたのは、この藩主父子の官位停止だったのではないかと思われます。政之
助の最後の言動にも、藩主から政事堂出仕を命ぜられながらも「御高恩を受けている政之助としては
死んで謝る外に道はない」、
「どの顔を以て君公御父子様にお目通りができるか」などと述べているこ
とからも、官位停止、剥奪に一番責任を感じていたのではないでしょうか。
（大歳史談会、
文責: 山内明一）
訂正とお詫び
前回 10 月号掲載「大歳
民謡」の文章の中で、上
から６行目「音楽の先生」
とあるのを、「教頭先生」
に訂正いたします。
ご迷惑をお掛けしまし
たこと､この場をお借り
してお詫びいたします。

毛利敬親公

世子毛利元徳（定広）

