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平成３０年４月からのパソコン講座の新規受講者を初級、中級それぞれ１５名募集します。受
講生は年間を通してパソコンの知識や操作を学びます。
初級はパソコン初心者を対象とし、中級の方は、ワード、エクセル、インターネット、メール
等が多少できる方を対象にしています。４月から皆さん一緒に学習をスタートしますので、パソ
コン初心者の方もこの機会に是非ご参加ください！
※参加費は無料です。パソコンをお持ちの方はご持参ください。
※パソコン相談は第３金曜日の１０時～１２時(受付時間は１０時～１０時３０分まで)に実施し
ます。

内容：基本操作、ワード基礎編、
エクセル基礎編
日時：第１・２・４・５金曜日
１０時～１２時
募集：１５名
申込期限：３月１日（木）～３
月３０日（金）まで
開講式：４月６日（金）

内容：ワード応用編
エクセル応用編
日時：毎週火曜日
１０時～１２時
募集：１５名
申込期限：３月１日（木）～
３月３０日(金)まで
開講式：４月３日（火）

体幹トレーニングで、体の「芯」を鍛えて
みませんか？運動競技の向上や、腰回りの筋
肉が鍛えられてぽっこりお腹の解消、骨盤矯
正、姿勢を良くする効果も期待できます！
皆さんのご参加をおまちしています！
日時：３月３日（土）
９時３０分～１１時３０分
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
講師：水田仁さん（水田整体院）
持参品：フェイスタオル、飲み物、動きやす
い服装
対象：体幹トレーニングに興味のある方で、
体力に自身のある方
定員：先着２０名
申込：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）

内容：パソコンに関する
疑問にお答えし
ます。
日時：第３金曜日
１０時～１２時
※ 受付 は毎 回１０ 時～
１０時３０分まで

取水期に備え、椹野川・吉敶川内に設置され
た各可動堰の作動状況を点検します。点検前後
は増水等による事故防止のため、河川内に立ち
入らないでください。
■河川内立ち入り禁止日
３月１５日（木）予備日３月１６日（金）
【椹野川】
【点検（転倒）開始時間】
淋洸堰（小郡下郷柳井田）【１２時】【１５時】
福良堰（下矢原）
【１２時】
矢原堰（三和町）
【１２時３０分】
高井堰（上平井）
【１３時】
今井出堰（宮野上）
【１３時】
一の井出堰（宮野上）
【１３時】
【吉敶川】
千代丸堰（朝田）
【１２時】
湯田堰（矢原）
【１２時３０分】
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日時：３月１４日（水）１０時～１２時
（受付９時３０分～）
内容：読み聞かせ
場所：大歳地域交流センター ２階 和室
対象：乳幼児と保護者
講師：長谷川 雅美
持参品：子どもの飲み物
定員：２０組（先着順）※３月１日から受付
申込：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）

Ｎｏ.１０８

点灯式当日は湯田温泉に２０００個の提灯を点灯
させ、みんなで明るく歩きたくなる街にします！事
前に提灯を作るワークショップもあります。詳しく
は下記問い合わせ先にご連絡ください。
点灯式について
日時：３月２４日（土）１８時４５分～
場所：「狐の足あと」前特設会場
湯田温泉横町同時開催について
○旨いもん横町
時間：１７時～２１時３０分
内容：蒸しフグ、温泉蒸し卵などの蒸し料理
○立ち飲み横町
時間：１９時１５分～２１時３０分
チケット：前売１,０００円、当日１,２００円
販売所：狐の足あと
（ＴＥＬ ９２１－８８１８）
問い合わせ：湯田温泉料飲社交組合
ゆだを明るくする会
（ＴＥＬ ９２２－８１７１）

「山口シティカレッジ」で、政治・経済・文化等の幅広い分野の課題や地域課題を学び、地域社会やグ
ループで活躍しませんか？
日時：平成３０年４月～平成３１年３月までの毎月第２木曜日 １０時～１２時
場所：山口市男女共同参画センター（ゆめぽぽら）第１講座室
対象・定員：市民 先着５０名（ただし初受講者を優先）
受講料：年間２,５００円（開講時にご持参ください。視察研修は、別途一部負担）
申し込み方法：ハガキまたはＦＡＸで申込み
住所・氏名・電話番号・年齢・性別・受講歴（あり・なし）を明記のこと
申し込み先：山口市協働推進課 生涯学習担当
（〒７５３-８６５０ 山口市亀山町２－１ ＴＥＬ９３４－２７６３ ＦＡＸ９３４－２７０２）
締め切り 平成３０年３月５日（月）当日消印有効
講座内容：
月

日

4 月 12 日
5 月 10 日
6 月 14 日
7 月 12 日
8月 9日
9 月 13 日

講座内容

講師等

開講式／地域再生の担い手を求めて

小谷

典子（山口大学名誉教授）

選挙にまつわるお金の話

井竿

富雄（山口県立大学国際文化学部教授）

心おだやかに生きる

山崎

凱千・喜久子（山口短期大学非常勤講師）

口腔ケアについて

上鍛冶

山口市の交通政策について

山口市交通政策課職員

わが国の国際貢献のあり方について

香川

実美（歯科衛生士）
智弘（山口学芸大学教育学部長教授）

10 月 11 日 【公開講座】会津と長州の友好に向けて 吉井 克也（白虎隊の会 下関支部長）
11 月 8 日 【視察研修】 長門方面
－
12 月 13 日 ゆとりある社会へ-消費税 10％の使い 仲間 瑞樹（山口大学経済学部教授）
方、暮らし方-

平成 31 年 時事問題
1 月 10 日
2 月 14 日 在宅医療・緩和ケアの実態
3 月 14 日 閉講式／学びを活かすために

岸本

邦彦（時事通信社山口支局

末永

和之（すえなが内科在宅診療所院長）

山口シティカレッジ

運営委員

支局長）
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日時：３月１７日（土）９時～１７時 ※雨天の場合も、実施します。
場所：当日９時までに、「国立山口徳地青少年自然の家」に各自集合
内容：ピザつくり、レクスポ（ディスクゴルフほか）、岸見の石風呂体験
対象：大歳地域の親子
※子どもだけでの参加はできません。
※祖父母の方や大人のみでの参加もできます。
持参品：室内用運動靴（上履き）、運動服（上下）、飲物、タオル
定員：４０人 ※参加者多数の場合は、抽選により決定します。
申込：大歳自治振興会事務局（ＴＥＬ ９２０－１７００） ※３月９日（金）申込締切。

大人の図書
○素敵な日本人【東野圭吾】○マスカレード・ナイト【東野圭吾】○落陽【朝井まかて】○銀の
猫【朝井まかて】○劇場【又吉直樹】○山怪 弐【田中康弘】○くらべてわかる 野鳥【叶内拓
哉】○学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで【岡田麿里】○山猫珈琲 上
巻【湊かなえ】○山猫珈琲 下巻【湊かなえ】○長いお別れ【中島京子】○ひとめぼれ【畠中恵】
○騎士団長殺し 第１部 顕れるイデア編【村上春樹】○騎士団長殺し 第２部 遷ろうメタフ
ァー編【村上春樹】○変幻【今野敏】アンカー【今野敏】○また、桜の国で【須賀しのぶ】○ね
このほそみち 春夏秋冬にゃー【堀本裕樹】○家事の断捨離【やましたひでこ】○あした死んで
もいい暮らしかた【ごんおばちゃま】○屌人荘の殺人【今村昌弘】○おもかげ【浅田次郎】○キ
ラキラ共和国【小川糸】○君たちはどう生きるか【吉野源三郎】○我らがパラダイス【林真理子】
○西郷どん！ 上製版 前編【林真理子】西郷どん！ 上製版 後編【林真理子】○夜行【森見
登美彦】○晴れ着のゆくえ【中川なをみ】○警視庁 生きものがかり【福原秀一郎】○Ｄの遺言
【柴田哲孝】○涙香迷宮【竹本健治○Ｍ Ｍ【市川拓司】○砂上【桜木紫乃】○ねこのおうち【柳
美里】○ゲバラ漂流 ポーラースター【海堂尊】丸鶏小説集【坂木司】○トンネルの森 １９４
５【角野栄子】
子どもの図書
○かいけつゾロリのかいていたんけん○かいけつゾロリのちていたんけん○ばあばば、だいじょ
うぶ○どうぶつたちがねむるとき○くろねこのどん○霧のなかの白い犬○がまぐちがえるのつゆ
くさじむしょ○どんぐりむらのだいさくせん○やったね！きつねくん○なつみはなんにでもなれ
る○つまんないつまんない○このてのばして○おさかなちゃんの あのね、ママ○ちいさいねず
み○かものはしくんのわすれもの○サイモンは、ねこである。やまからのてがみ○モリくんのり
んごカー○さがしえぎゅうぎゅうだいずかん○プラレール超図鑑

【大歳地区３月の行事予定】
1 日(木) 燃やせないごみの日

17 日(土) 森の教室 in 徳地青年自然の家（9：00～17：00）

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）

3 日(土) 体幹トレーニング教室（9：30～11：30）

21 日(水) びん・缶の日

4 日(日) センター定期利用団体掃除と会議（8：30～）

23 日(金) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

5 日(月) 親子３Ｂ体操（10：00～11：00）

23 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

12 日(月) 金属・小型家電製品の日
14 日(水） 母推さんの子育て応援講座（10：00～12：00）
16 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）
16 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）

25 日(日) 学校開放団体体育館清掃（8：30～10：00）
29 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
30 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）
※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３－
最後に、矢原川原で行われた軍事演習前後の状況を、奇兵隊の動きで見てみます。すでに述べたよ
うに、文久 3（1863）年 5 月 10 日の下関戦争敗北後、藩主から馬関防御の委任をうけた高杉晋作が、
同年 6 月 7 日に奇兵隊を結成します。その後、奇兵隊は同年 8 月 17 日の教法寺事件（注 1）後の同年
9 月 5 日に本陣（白石正一郎邸）を馬関から小郡秋穂（本陣・万徳院）に移します。高杉晋作はこの
教法寺事件の責任をとって同年 9 月 12 日に総監を辞任しますが、新しく総督になった瀧弥太郎と河
上弥市（注 2）が率いる奇兵隊は、同年 9 月 25 日、七卿が落ち延びてきた三田尻（本陣・正福寺）へ
護衛のために移ります。そして、六卿が山口へ移転した際、奇兵隊が護衛にあたりますが、すぐに任
は解かれ、三田尻で他藩人の応接及び富海から小郡にかけての海岸警備を命じられます。この頃、外
国艦隊報復や幕府の長州追討計画の情報が入り緊張が高まっており、藩は同年 10 月 10 日正式に奇兵
隊の組織を定め、隊員の届出等を指令します。そして、2 カ月後の同年 12 月 20 日には藩は奇兵隊を
三田尻から出発させ、小郡・船木・小月を経由して 23 日に前田壇ノ浦砲台を固めさせます。こうし
た緊張が高まっている最中に、元治元年 3 月 5 日に矢原川原の軍事演習が行われ、同 26 日には三条
実美公ら六卿が馬関に視察にいっています。その後、同年 6 月 5 日に池田屋事件（注 3）、同年 7 月
17 日に禁門の変（注 4）が起きます。続いて、同年 8 月 5 日～8 月 8 日に四国艦隊（英・仏・蘭・米）
馬関砲撃事件が勃発し、藩は敗北します。藩は馬関での講和が成立するやいなや、奇兵隊を幕府征長
軍に備えるため、同年 8 月 18 日再び三田尻に移します。この頃、山口の藩政府は椋梨藤太など保守
派に圧倒されはじめていて、同年 9 月 25 日「御前会議」終了後の帰途、革新派の井上聞多（薫）が
保守派の数名に襲われ瀕死の重傷を負い、その夜半に麻田公輔（周布政之助）は自ら命を絶っていま
す。保守派と革新派の切迫しますが、保守派が同年 10 月 3 日に藩政府に復帰し、奇兵隊は同年 10 月
19 日三田尻から徳地に移ります。藩政府は翌 10 月 21 日諸隊へ解散命令をくだしますが、奇兵隊をは
じめ諸隊は解散命令にしたがわず、同年 11 月４日に山口（本陣・永福寺）へ参集します。
征長軍が 11 月 18 日に攻撃開始を迫る中、藩政府は禁門の変で上京した 3 家老の切腹と五卿の追放
に同意し、征長軍に謝罪、屈服します。同年 11 月 15 日に、五卿は、諸隊とともに（注 5）湯田の何
遠亭から長府の功山寺に向かいます。そして、1 か月後の同年 12 月 15 日夜半、革新派の高杉晋作は
功山寺で決起します。
（史談会、 文責：白上茂樹）
参考資料：「高杉晋作と奇兵隊」田中彰著
（注１）馬関で奇兵隊と撰鋒隊（長州藩の
正規藩兵）が衝突した事件
（注２）矢原川原の軍事演習時の総督は赤
祢武人
（注３）京都の旅館・池田屋に潜伏してい
た長州藩土佐藩など尊王攘夷派志士を新撰
組が襲撃した事件
（注４）総監来島又兵衛を中心とする遊撃
隊、久坂玄瑞らが京都御所を襲撃
（注５）「7 卿回天史絵巻別冊」によると奇
兵隊総督赤祢武人は五卿に拝謁しています。
山口市旭通り二丁目にある赤祢武人顕彰之碑

