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恒例の『大歳地区体育祭』が盛大に開催されます。平成３０年度最初の体育行事です。お年寄
りから子どもまで皆さんが参加できるプログラムとなっていますので、多くのみなさんの出場・
応援をお待ちしております！
日時：４月２９日（日）９時～ 大歳小学校グラウンド
☆プログラムは４月１５日号の市報と一緒に配布します。
※雨天中止。開催の場合は６時３０分に煙火を打ち上げます。

主催

大歳自治振興会

主管

大歳体育振興会

日ごろの運動不足に心当たりのある方はぜ
ひご参加ください！
対象者：市内に在住・在勤・通学している方の
うち、定期的な運動習慣がない 18 歳以上の方
内容：目標を決め、毎月、歩数または歩いた時
間を記入した記録表を提出する。
実施期間：５月１日（火）～７月３１日（火）
の３か月間
申込：申込書に必要事項を記入し、４月２７日
（金）までに窓口持参又は、郵送・ＦＡ
Ｘ・メール・電話で申し込み
申込場所：各保健センターまたは各地域交流セ
ンター及び分館
問い合わせ：山口市保健センター
（ＴＥＬ ９２１－２６６６）
（E-Mail kenko@city.yamaguchi.lg.jp）

協賛

大歳地域交流センター後援会

平成３０年度山口市戦没者追悼式を下記の
とおり開催します。
日時：５月２６日（土） １１時～
場所：山口单総合センター
名田島１２１８番地１
実施方式：無宗教による献花方式
参列者：遺族、来賓、一般の方
※遺族、来賓の方には個別に案内を送
付します。
※一般の方は、申込不要で参列自由で
す。
備考：市報４月１５日号に記事掲載予定です。
問い合わせ：市社会課（４月から地域福祉課）
（ＴＥＬ ９３４－２７９０）
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山口ゆめ花博の開会式でミュージカルを上演
します。感動の舞台に参加したい子どもたちを
大募集します！
上演日：９月１３日（木） 午前中
対象：山口市内の小学４～６年生
定員：３０名程度
練習：５～９月中に９回程度
申込：４月９日（月）～２７日（金）までに参
加申込書（各学校で配布）を下記へ提出
問い合わせ・申込先：
第３５回全国都市緑化やまぐちフェア実行員会
事務局（〒７５３－８５０１山口市滝町１－１）
（ＴＥＬ ９３３－４８０５）
（ＦＡＸ ９３３－４８０９）

山口市では、「草焼き」による火災が多発して
います。下記項目の確認をお願いします。
○乾燥注意報や強風注意報発令中は控えまし
ょう。
○草焼きはなるべく複数人で行いましょう。
○事前に消火用具を準備しましょう。
○火が完全に消えたことを確認しましょう。
○草焼きをする前は、消防署へ事前届出をしま
しょう。
問い合わせ：山口中央消防署
（ＴＥＬ ９３３－０１１９）

太陽クラブは未就園児の親子が集う子育て
サークルです。初めての方もぜひご参加くださ
い！４月は手型スタンプ工作などをします！
日時：４月２７日（金）１０時～１３時
場所：大歳地域交流センター ２階 和室
内容：自己紹介ゲーム、手型スタンプ工作
絵本の読み聞かせ
持参品：飲み物、ペンかクレヨン、お手拭
お弁当（お昼までいる方）
申込：不要
問い合わせ：太陽クラブ 代表 山根
（ＴＥＬ ０８０－５２０７－５０５９）

Ｎｏ.１０９

山口ゆめ花博会期中の運営ボランティア（は
なアクション）を募集しています。山口ゆめ花
博の魅力を一緒につくりませんか？
活動内容：おもてなし支援、花ガイド
花管理支援、イベント運営支援
応募期間：５月３１日（木）まで
応募資格：原則として会期中３日以上活動でき
る方
問い合わせ：第３５回全国都市緑化やまぐちフ
ェア実行委員会事務局
県民参加グループ
（ＴＥＬ ９３３－４９２９）
※詳細はウェブサイト「山口ゆめ花博」で検索。

地域交流センターで楽しく過ごしましょう！
会員制ではありませんので、どなたでも、お好
きな内容の日だけでも参加できます。
日時：４月２１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：年間計画しおり作り
大人の塗り絵、みんなで楽しく脳活性
参加費：１００円
持参品：色鉛筆 ※持っている人だけ。
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

山口山岳会の会員が同行し、日帰り登山を年
４回程度、清掃登山などのボランティア活動（登
山道の整備など）を数回程度、市内の山で実施
します。
年会費：１,６００円（保険料別）
申込：ハガキで、〒住所、氏名、生年月日、電
話番号、血液型を市民登山教室の会事務局の阿
部（〒７５３－０８２１ 山口市葵１丁目４－
１４）まで郵送してください。
問い合わせ：山口山岳会 阿部
（ＴＥＬ ０９０－９４６０－３３８１）
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4 月 3 日(火)
大歳地域交流センター後援会総会（大歳地域交流センター）
4 月 3 日(火)(体)大歳体育振興会総会（大歳地域交流センター）
4 月 15 日(日)(自)大歳自治会長会（大歳地域交流センター）
4 月 15 日(日)(自・社)大歳自治振興会・大歳地区社会福祉協議会総会
4 月 29 日(日)(自)第 58 回大歳地区体育祭（大歳小グラウンド）
5 月 20 日(日)(体)第 41 回大歳地区分館対抗バレーボール大会(スポーツ文化センターアリーナ)
5 月 27 日(日)
大歳剣友会創立 30 周年記念剣道練成大会(スポーツ文化センター武道館)
6 月 3 日(日)(体)第 61 回大歳地区分館対抗ソフトボール大会（椹野川運動公園）
6 月 24 日(日)(体)第 41 回大歳地区卓球大会（大歳小体育館）
7 月 21 日(土)
おおとし防災の日関連事業（大歳地域交流センター）
7月
日( )(自)ふしの川水系クリーンキャンペーン
7月
日(土)
夜間安全パトロール（大歳地区内） ※夏休み期間中の土曜日
8 月 4 日(土)(自)第 32 回おおとし夏まつり
8月
日( )(自)第 9 回大歳地区三世代交流グラウンドゴルフ大会
8月
日( )(自)大歳地区花いっぱい運動花壇コンテスト審査日
9 月 2 日(日)
第 12 回山口市民体育大会（維新公園陸上競技場ほか）
9 月 8 日(土)
鴻单中学校体育祭（鴻单中学校グラウンド）
9 月 15 日(土)(社)大歳地区敬老祝賀会（山口県総合保健会館）
9 月 22 日(土)
大歳小学校運動会（大歳小学校グラウンド）
9 月 29 日(土)
第 5 回交流列車おおとしまつり（大歳駅）
10 月 7 日(日)(体)第 41 回大歳地区バドミントン大会（大歳小学校体育館）
10 月 21 日(日)(自)大歳地区一斉清掃（大歳地区内）
11 月
日( )(自)大歳地区健康づくり・絆・交流の輪グランドゴルフ大会(大歳小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ)
11 月 11 日(日)(自)第 42 回大歳まつり
11 月 25 日(日)(体)第 19 回大歳地区分館対抗ソフトバレーボール大会（大歳小学校体育館）
11 月
日( )(自)大歳地区健康づくり・絆・交流の輪囲碁大会（大歳地域交流センター）
12 月
日( )(自)大歳地区健康づくり・絆・交流の輪将棋大会（大歳地域交流センター）
12 月 9 日(日)(体)第 33 回大歳体育振興会長杯争奪少年サッカー大会（維新公園ちょるる広場）
1 月 6 日(日)
山口市消防出初式（山口单総合センター）
1 月 13 日(日)
山口市成人式（市民会館）
1 月 20 日(日)
第 14 回山口市駅伝競走大会（きらら博記念公園）
毎年 7 月 21 日はおおとし防災の日（平成 23 年制定）
※行事日程は変更となる場合があります。予めご了承ください。
(体)…大歳体育振興会主催行事 (自)…大歳自治振興会主催行事
(社)…大歳地区社会福祉協議会主催行事

【大歳地区４月の行事予定】
2 日(月) 燃やせないごみの日

18 日(水) びん・缶の日

3 日(火) 交流センター後援会総会（18：15～）

20 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）

3 日(火) 大歳体育振興会総会（19：00～）

21 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

3 日(火) 体育祭打ち合わせ会（19：45～）

23 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

11 日(水） 母子相談（10：00～11：00）
12 日(木) 金属・小型家電製品の日

26 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
27 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）

13 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

27 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

15 日(日) 消防後援会評議員会・自治会長会

29 日(日) 第５８回大歳地区体育祭

15 日(日) 大歳自治振興会・大歳地区社協総会

※木曜日はプラ容器包装分別収集
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大歳明治維新 150 年記念事業に取り組んで
「大歳の自然・歴史散歩マップ」と冊子「明治維新と大歳」の作成に取り組んで 1 年たちました。
苦労の連続でしたが、私たちなりに大歳を見直す絶好の機会でもありました。
大歳には有名な史跡や景勝があるわけではありません。しかし、「大歳には神社はなぜ朝田神社し
かないのか」
「JR はなぜ大歳小学校の裏手から大きく右に曲がっているのか」
「石州街道の三作から朝
田まではなぜ道が極端に狭くなっているのか」
「徳證寺は平川にあるのに檀家はなぜ朝田に多いのか」
などなど、歴史にかかわる疑問がたくさんでてきました。マップはそうした疑問を前提に組み立てた
私たちなりの解答でもあります。
また「古道」や「石州街道」、「軽便鉄道」、さらには大歳ではもはや数 10m の痕跡しか残していな
い秋穂の「髪解橋」に始まり山口の「袖解橋」で終わる秋穂街道（上使道）などなど、たくさんの道
が大歳の特徴でもあります。山口と小郡をつなぐ通過点といえば、それまでですが、歴史を刻んだ散
歩道と考えれば大変贅沢な散歩道を大歳はもっていることになります。
「明治維新と大歳」では大歳に関係の深い周布政之助、吉富簡一、兼重慎一・暗香親子を取り上げ
ました。中でも兼重慎一はほとんど知られない存在ですが、６歳年下の周布政之助を助けて様々な改
革をすすめた人物です。
地味な人柄で吉田松陰は「頭がよく、勉強もよくしているが、気弱で自分の意見を押し通す気力が
乏しい」と評しています。政務役などの長州藩では政策決定の中枢部にいながら、八・一八政変後の
激動期にはほとんど名前が出てきません。人と論争するのが苦手だったのでしょう。しかし、保守派
中心の萩政府と諸隊の内訌戦が始まると、これを中止させようとした鎮静会議員の陰の参謀的役割を
はたしたようです。
彼は内戦の中止を藩主敬親に上申する時期を慎重に選べと言います。内訌戦で諸隊が相次いで勝利
し、萩で多くの武士がこのままでは保守派政府はもたないだろうと考え始めた時を選んで、一斉に登
城して藩主に訴えたと書かれています。世論の動向を見極め動こうとするのはいかにも慎重派の慎一
らしい考えですが、この場合には「そうせい公」と呼ばれ、決断にかける面をもつ敬親が決断しやす
い時期を選んだことにもなります。
こうした判断様式は 高杉晋作と正反対です。彼の「功山寺決起」は、時期尚早と奇兵隊など諸隊
の大半が反対した中で行われました。高杉にとって世論は従うものではなく作るものだったのでしょ
う。
内訌戦という血を流す対立
を調停し、挙藩体制をつくり
あげる地味な仕事を慎一らの
新政府は行います。桂小五郎
が帰還してはなばなしい改革
が始まると慎一は徐々に一線
を引いていきます。和解を進
めるという地味な仕事こそ兼
重慎一の最も輝く仕事だった
といえます。
(大歳史談会 文責 武波義明)
大歳地区の航空写真。グーグルマップから転写

