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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は、大歳地域交流センター主催講座をはじめ、各種事業や行事等にご協力
を賜り、誠にありがとうございました。お陰様で、充実した事業活動を行うことが
できました。
本年も、昨年より増して、地域の皆様により親しまれ、愛される地域交流センタ
ーを目指し、職員一同さらに努力して参ります。これまで以上に皆様方のご支援と
ご協力をよろしくお願い申し上げます。
大歳地域交流センター 職員一同

人気のマタニティヨガで心も体もほぐしませんか？妊娠期にヨガで学んだポーズと呼吸法は、
お産のときにも大きく役立ち人気を集めています。ヨガのあとは、大歳地区母子保健推進委員さ
んと交流タイムがあります。妊娠中の不安解消や、産後も母推さんとの交流をつくるきっかけを
つくりましょう！
日時：１月１９日（金）１０時～１２時
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
内容：マタニティヨガ
１０時～１１時
講師、大歳地区母子保健推進員さんと茶話会
１１時～１１時４５分
持参物：フェイスタオル、ヨガマットまたはバスタオル、のみもの、動きやすい服装、母子手帳
定員：先着２０名 ※託児あり
対象：妊娠１５週以降の方で、経過の順調な方
講師：米屋 麻香（助産師）
申込：大歳地域交流センター（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
１月４日（木）から受付開始

今年も大歳地域交流センターで食推の方が七草粥を作ってくれます！七草を見たことがない
方のためにも、朝田神社に七草を探しに行きます。大人の方も子どもの方も大歓迎ですので、是
非みなさんお越しください！来年も無病息災で過しましょう！
日時：１月７日（日） １０時３０分～１２時３０分
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
参加費：無料
問い合わせ：大歳地域交流センター（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
※事前の申し込みは不要です。どうぞお気軽にお越しください。

平成３０年１月

大歳交流センターだより

かけこみ１１９番の家とは、火災や交通事
故、急病等の緊急事案発生時に、助けを求めて
こられた方に対して、救命率の向上や火災被害
軽減の基本となる「早い通報」「早い応急手当」
「早い初期消火」の協力をしていただける事業
所です。登録された「かけこみ１１９番の家」
には目印となる「のぼり旗」が配備されていま
す。大歳地域交流センター入り口にＡＥＤと消
火器を設置しています。休日の緊急事態発生時
には、ガラスを割って使用してください。
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年明け恒例行事「どんど焼き」を１年の無病
息災を祈る地域行事として開催します！手作
りぜんざいや焼き芋などの振る舞いもありま
す。多くの方の参加をお待ちしています！
日時：１月１４日（日）１０時～１５時
場所：朝田神社
問い合わせ：大歳自治振興会事務局
（ＴＥＬ ９２０－１７００）
※しめ縄の金具等は燃えませんので、必ず外し
て持参してください。
※雨天の場合は、中止とします。
※車でお越しの場合は、地域交流センターの駐
車場をご利用ください。

Ｎｏ.１０６

１１月２６日（日）大歳小学校体育館にて開
催しました、ソフトバレーボール大会の結果を
ご報告いたします。
Ａブロック
優 勝 岩富Ａ
準優勝 下矢原Ａ
三 位 中矢原Ｃ、上矢原Ｃ
Ｂ級の部 優勝 中矢原Ａ

前回優勝下矢原Ａとの激闘を制し、見事優勝
の岩富Ａ（左）と、お揃いＴシャツで笑顔が
絶えないＢ級の部優勝の中矢原Ａ（右）

山口高校ラグビー部が全国高等学校ラグビ
ー大会で２年連続の全国大会(花園)への出場
を決めました！大歳野球スポーツ少年団の卒
団生５名（古谷 彰務(３年)、阿部 直樹(３年)、
下川 通仁(３年)、平井 俊成(２年)、井上 大
夢(２年) ）の活躍を祈念し、スポ少野球で作
成した懸垂幕を１月４日まで、大歳地域交流セ
ンターに掲げています。地域の皆様の温かいご
声援をよろしくお願い致します。
魅せろ！大歳魂！！
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山口市では歴史文化基本構想を策定する予定
です。大歳地区に残る様々な文化財、未来に残
したい・活かしたい文化財を教えてください。
下記日程のワークショップは申込不要です。
日時：２月５日（月） ９時～１１時３０分
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
問い合わせ：山口市文化財保護課
（ＴＥＬ ９２０－４１１１）
陶地区で開
催したワーク
ショップでの
風景

Ｎｏ.１０６

大人から子どもまで、たくさんの方が集い、
楽しく交流する場として、毎月第３土曜日に開
催しています！皆さんお誘い合わせのうえご
参加ください！
日時：１月２０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：百人一首、カルタ等
日本の伝統「詩吟・尺八」を聴こう！
☆おぜんざいのふるまいもあるよ！
参加費：１００円
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

大歳小学校では、下記の日程で、『地域参観日』として本校の教育活動を地域・保護者の皆様に
公開します。地域の皆さまにご参観いただき、ご意見をいただくことで、今後の学校教育の改善に
取り組んでいきます。ご都合のつく時間帯に遠慮なくご参観ください。
日 時：２月２日（金）１０時３５分～１３時５０分
日 程：１０時３５分～１１時２０分
授業参観（３校時）
１１時２５分～１２時１０分
授業参観（４校時）
１２時１０分～１２時５０分
給食参観
１２時５０分～１３時３５分
昼休み参観
１３時３５分～１３時５０分
掃除参観
その他：
（１）自転車は、中校舎と南校舎の間のアスファルト部分においてください。
（２）校内および学校周辺の施設（交流センターなど）には、駐車場はありません。
維新公園第１１駐車場（県立山口総合支援学校入口）８時３０分～１７時をご利用ください。
（３）上履きは、各自ご持参ください。
問い合わせ：大歳小学校 （ＴＥＬ ９２２－２４６６）

【大歳地区１月の行事予定】
大歳地域交流センター閉館日
※平成２９年１２月２９日（金）～平成３０年１月３日（水）

20 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）
22 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

4 日(木) 燃やせないごみの日

24 日(水) びん・缶の日

5 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

26 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

7 日(日) 七草粥を食べよう！（10：30～12：30）
7 日(日) 山口市成人式（山口市民会館）
14 日(日) 大歳地区どんど焼き（10：00～15：00）
15 日(月) 金属・小型家電製品の日
19 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）

「鬼のおもちゃ作り」持参物：はさみ、お弁当（必要なら）
29 日(月) 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
※19 日（金）のパソコン相談は中止です。
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矢原川原での軍事演習
－元治元（1864）年 3 月 5 日

その 1－

今年（2018）年は、明治維新（1868 年）から 150 年目にあたります。以前、大歳の郷土史である「郷
土大歳のあゆみ」を読んでいて興味をもった箇所がありました。それは現在の矢原河川公園で、「幕
末、藩主毛利慶親（註１）が矢原の河川で軍事演習をおこなった」という箇所です。調べている内に
『七郷回天史絵巻 別冊』に次のことが書いてありました。
「元治元年正月朝、公湯田にまして新年を迎え給ふ、随従の諸士皆旅館（注２）に至り、正を賀し祝
盃及熨斗昆布を賜ふ、庭前に撃剣試合ありて後酒宴の儀あり、公故郷を辞し、親戚に離れ、周防に流
寓し、是に到りてはしめて他郷の春に逢て、遠く東の方宮闕（きゅうけつ）を瞻望（せんぼう）し、
はるかに百官朝賀の状を想像して眷恋（けんれん）の情言外にあふれ給ふ」。
また、「元治元年三月五日、毛利慶親歩騎砲の三兵隊を矢原川原に演す、是の日東久世通禧、四条
隆謌、錦小路頼徳、壬生基修の四人、土方楠左衛門を従え三田尻より湯田に来る、公、三条西季知と
共にこの人々を伴い、往きて之を観る、慶親父子既に来り、未の時に演習の事畢（おわ）り、宴を張
りて公等を饗す、公等東上の期逼（はか）る、慶親父子もまた、よく戦備を修む、故に其の機械の精
しき、歩兵の整える尋常に度越す、公等之を観るそのよろこひいひかたし」（いずれも原文）。
これらによると三条実美（さねとみ）公は、元治元（1864）年の正月は湯田で迎え、そして、春 3
月 5 日に、慶親父子が待つ矢原川原で行われた軍事演習（歩兵・騎兵・砲兵の３兵隊）を視察してい
ます。この時、三条実美公、三条西季知は三田尻から来た４卿（東久世通禧（みちよみ）・四條隆謌
（たかうた）・錦小路頼徳・壬生基修（もとなが）と土佐藩士、土方楠左衛門（土方久元）と一緒に
軍事演習を視察しています。軍事演習は午後２時ごろ終り、その後、慶親父子は、三条実美、公家た
ちと宴を開きます。三条実美公は、この時局に、長州藩の鉄砲や大砲のすばらしさや、よく訓練され
ている歩兵を観て戦の準備できていることに対し大変喜びます。
しかし、この元治元年（1864）の 3 月 5 日の軍事演習の視察には、７卿の一人、沢宣嘉（のぶよし）
はいません。沢宣嘉は前年の文久 3（1863）年の１０月 2 日に平野国臣（福岡藩士・志士）と若干の
奇兵隊士たちと但馬国（現在の兵庫県北部）で挙兵（生野の変）のため三田尻を脱走しています。明
治維新（1868）の４年前の春のことです。 次回に続きます。
注１「毛利慶親」の名は、禁門の変後「毛利敬親」に変わります。
注２ 旅館とは、井上聞多の住まいのこと。
（大歳史談会、 文責： 白上茂樹）

元治元（1864）年 3 月 5 日、矢原川原で軍事演習を視察する毛利慶親公親子
（東京美術（株）刊行「三条実美と岩倉具視」より転写）

