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静風（おかじょうふう）さんを講師にお招きして、家庭料理で

も取り入れることができる薬膳の理論を教えてもらい、毎日の料理に薬膳のヒントを加えてみま
せんか？また、フラワーアーティスト＆空間演出家でもある岡さんにテーブルコーディネイトの
技を教えてもらい、お家のダイニングをアレンジの参考にしてみませんか？いつもの食事に薬膳
と空間演出を取り入れてもっと楽しく美味しくしてみましょう！
日時：２月１９日（月）・２月２５日（日）・３月１９日（月）
いずれも１３時３０分～１６時３０分
場所：大歳地域交流センター
内容：鹿野ポーク黒酢ソースのスペアリブと薬膳粥
早春のテーブルコーディネート
参加費：５００円
持参物：エプロン
定員：各回先着６名ずつ
※２月１日から受付開始！
※申込はお１人１回のみです。
申込：大歳地域交流センター
講師:岡 静風
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
(おか じょうふう）

冬の冷えた体が温まる初心者ヨガ教室を開催します！ヨガに興味があって始めてみたいなと
思っている方、ジムに行く勇気や時間はないけど、ヨガを経験してみたい方など、今回のヨガ教
室に参加して、本格的に始めるきっかけ作りにしたり、習ったポーズをご自宅でおこなってみて
はいかがですか？女子力を高めたい男性の方のご参加もお待ちしています！
日時：２月９日（金） １０時００分～１１時３０分
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
内容：初心者ヨガ
講師：米屋麻香さん
持参品：フェイスタオル、ヨガマットまたはバスタオル、
飲み物、動きやすい服装
定員：先着１５名
※２月１日から受付
申込：大歳地域交流センター
講師:米屋 麻香
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
(こめや あさか）
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１月７日（日）に市民会館で山口市成人式が
開催されました。新成人たちは、懐かしい友人
たちとの再会に笑顔を浮かべながら、決意も新
たに大人への一歩を踏み出しました。
大歳地区の集合写真は、大歳地域交流センタ
ー後援会からのお祝いとして、無料でお渡しし
ます。
受け取り期間：２月１日（木）～２月２８日（水）
（平日の８時３０分～１７時１５分まで）
場所：大歳地域交流センター地域担当窓口
問い合わせ：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
※ご家族など代理の方でも受け取りができま
す。

大歳地区食生活改善推進協議会では、大歳地
区の皆さんが健康で長生きできるように、野菜
をたっぷり使った料理教室を下記日程で開催
します。皆さんのご参加お待ちしています！
日時：２月１５日（木）１０時～１３時
場所：大歳地域交流センター
参加費：２００円
持参品：エプロン、三角巾
定員：先着１５名 ※２月１日から受付
申込：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
☆献立☆
・もち麦入りごはん
・野菜と鯖缶の煮物
・塩もみ大根と小松菜のいため物
・しらたき入りなめこのみそ汁
・デザート（チョコムース風）

Ｎｏ.１０７

日時：２月２７日（火）１０時３０分～１２時
場所：山口市男女共同参画センター第１講座室
（山口市民会館事務所２階）
対象：免許返納を考えている方・関心がある方、家族
の運転技術に不安を感じている方で、公共交通
機関（バス・鉄道）で来場可能な方。※車での
来場はご遠慮ください。
申込方法：２月１４日（水）までに郵送、メール、電
話またはＦＡＸでお申込ください。郵送、
メール、ＦＡＸの場合は、①名前、②住所、
③電話番号、④年齢、⑤免許返納に関する
疑問や知りたいこと、⑥ご来場の際ご利用
の公共交通機関および区間をご明記の上、
お申込ください。
定員：先着３０名程度
問い合わせ：山口市公共交通委員会事務局
山口市交通政策課 山下
〒753-8650 山口市亀山町２番１号
（ＴＥＬ ９３４－２７２９）
（ＦＡＸ ９３４－２９５９）
（e-mail kotsu@city.yamaguchi.lg.jp）

２～３歳を対象に“楽しく子育てみんなの広
場”を開催します。内容は、おやこで３Ｂ体操
です！参加してママ友を作りましょう！
日時：３月５日（月）１０時～１１時
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
内容：音楽に合わせてリズム運動！
ストレッチやマッサージを通じてスキ
ンシップや運動不足の解消！
講師：木本直美さん（親子リズム）
持参品：お子さんの飲み物
定員：先着２０組
※２月１日から受付
申込：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
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１月７日（日）に山口南総合センターで山口
市消防出初式が開催され、鴻南方面隊大歳分団
大歳地区社会福祉協議会では７５歳以上の
も参加しました。永年の消防活動の功績に対し、 お一人住まいの方にお配りするふれあい弁当
次の皆さんが表彰されました。（敬称略）
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
山口県消防協会長表彰
込は不要です。皆さんのご参加お待ちしており
○勤続章（勤続１０年）
ます。
・椿
博文
日時：２月１２日（月）
・大谷 直樹
２月１９日（月）
２月２６日（月）
いずれも９時３０分～１２時
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
持参品：工作用はさみ、お手拭き
問い合わせ：大歳地区社会福祉協議会
（ＴＥＬ ９２０－１７００）

１月１４日（日）にきらら博記念公園で開催
された、第１３回山口市駅伝競走大会の結果を
報告します。選手の皆さんおつかれさまでした。
体協の部
大歳 ７位（参加１４チーム）
一般２部
大歳走友会Ａ ４８位（参加９７チーム）
大歳走友会Ｂ ６７位（参加９７チーム）

寒い日が続きますね。こんなときは暖かい交
流センターに集合してほっこり！お茶を飲み
ながらみんなであやとり、銭太鼓、折り紙など
を楽しみましょう！折り紙では、手品のような
技もお教えしますよ！
日時：２月１７日（土）
１３時３０分～１５時３０分
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
内容：あやとり、けん玉、お手玉、銭太鼓、折
り紙などの遊び
参加費：１００円
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

【大歳地区２月の行事予定】
1 日(木) 燃やせないごみの日

16 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）

2 日(金) 大歳小学校地域参観日（10：35～13：50）

17 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

2 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

19 日(月) 薬膳料理教室（13：30～16：30）

5 日(月) 大歳歴史文化ワークショップ（9：00～11：30）

19 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

9 日(金) 初心者ヨガ教室（10：00～11：30）

21 日(水) びん・缶の日

14 日(水） 母子相談（10：00～11：00）

23 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

15 日(木） 高齢者料理教室（10：00～13：00）

25 日(日) 薬膳料理教室（13：30～16：30）

15 日(木) 金属・小型家電製品の日
16 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）

26 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
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矢原川原での軍事演習
－元治元年 3 月 5 日 その２－
また、7 卿の一人錦小路頼徳は、矢原川原で軍事演習が行われた後の元治元（1864）年３月 26 日に、
体調が優れないにもかかわらず、三条実美公らとともに馬関の砲台を見学に行きますが、病状は悪化
し、その後、治療ため一人馬関に留まりますが、同年４月 25 日薬石効なく帰らぬ人なります。
奇兵隊は、前年文久 3（1863）年 5 月 10 日の下関戦争後（6 月）にできます。「七郷回天史絵巻別
冊」によると、奇兵隊は矢原川原で軍事演習が行われた 5 ヵ月前の同年 9 月 25 日に、七卿の警護を
命じられ、総督瀧弥太郎、河上弥市らの率いる奇兵隊 250 名は、三田尻の招賢閣の前庭で、三条実美
公ら 7 卿らに閲兵を受け、三田尻の正福寺に駐屯します。その後、総督の河上弥市は、同年 10 月 2
日に奇兵隊を脱退し、7 卿の一人沢宣嘉と共に生野に行きます。脱退した沢宣嘉の代わりに同年 10 月
4 日付で赤祢武人（注１）が奇兵隊総督になりますが、瀧弥太郎は、元治元（1864）年 2 月 29 日で総
督を辞め、山口の藩政府に転出しています。したがって、同年 3 月 5 日の矢原川原での軍事演習が奇
兵隊によるものであり、総督を赤祢武人が務めたことがわかります。
長州藩における西洋式軍制の導入は、アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーが来航した翌年から安
政期に本格化します。安政５（1858）年 5 月、周布政之助は、坪井・椋梨派に代わって藩政の実権を
掌握して以後、いわゆる安政の軍制改革を断行します。西洋の近代的軍制を模範とするこの改革は、
陸軍において西洋式銃陣の採用と、歩兵・騎兵・砲兵からなる三兵組織の新設をめざします。そして、
安政７（1860）年 2 月に長州藩は、長崎でゲベール銃 1000 挺（注２）を購入し、村田清風の進言に
より続けていた従来の神器陣（注３）を廃止します。これ以後、長州藩の軍制は歩兵・騎兵・砲兵の
三兵編成による西洋式銃陣に改編されることとなります。これらの状況から考えると、元治元（1864）
年 3 月 5 日矢原河川で行われた軍事演習が奇兵隊だとすると、総督だったのは赤祢武人となり、演習
は西洋式銃陣により行われ、構えている銃はまだゲベール銃ではないかと思われます。
命中精度や飛距離がゲベール銃より優れたミニエ－銃（ライフル）（注４）を使用し、散兵戦術を
用いて「第二次長州征伐」を勝利に導いた大村益次郎は、文久 3（1863）年の秋に帰藩していますが、
この時期は藩命にしたがって軍備の充実に力を注いでおり、歴史の表舞台にはまだ登場していません。
次回に続きます。
（史談会、 文責：白上茂樹）
（注１）現岩国市桂島生まれ。文久 3（1863）年 10 月４日より奇兵隊総督として四国艦隊砲撃。慶応
元（1865）年馬関より脱走。
（注２）安政７（1860）年以前にも長州藩はゲベールを購入しています。
（注３）文化 14（1817）年村田清風の

四国艦隊砲撃事件前の元治元（1864）年 3 月に軍事演習が行

進言よる戦闘法。天山流（砲術）を基
本としつつ、大八車に大砲を乗せ、左
右に 10 匁筒（火縄銃・口径約 1.8 ㎝）
30 挺を配備し、その後ろに刀槍隊を配
置。
（注４）長州藩は慶応元（1865）年
8 月に薩摩藩名義でミニエ－銃（ライフ
ル）4300 挺を購入（ゲベール銃も 3000
挺購入）。ミニエ－銃は筒内に螺旋が刻
まれているので、ゲベール銃より２倍
も飛びます。参考文献：小川亜弥子著

われた場所、矢原川原（矢原河川公園）の現在の風景。

「幕末長州藩洋学史の研究」

