№１１０

平成３０年
５月号
TEL 922-4035
発行 大歳地域交流センター
開館時間 8 時 30 分～17 時 15 分 （行政窓口）

第４１回大歳地区分館対抗バレーボール大
会を維新百年記念公園スポーツ文化センター
で開催します。地区内の親睦を深めつつ、ボー
ルを追って気持ちの良い汗を流しましょう。一
生懸命プレーする姿に御声援をお願いします。
日時：５月２０日（日） ８時３０分～
場所：維新百年記念公園
スポーツ文化センターアリーナ
主催：大歳体育振興会
問い合わせ：大歳体育振興会事務局
（大歳地域交流センター内）
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）

日時：５月９日（水）
１０時～１２時 ※受付９時３０分～
内容：読み聞かせ、手遊び
保健師、母推紹介
茶話会
対象者：乳幼児と保護者 先着２０組
持参物：子どもの飲み物
場所：大歳地域交流センター ２階 和室
申込：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
※５月１日（火）から受付開始

FAX 922-4036
TEL 922-2461
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平成 30 年 4 月 1 日現在

第６１回大歳地区分館対抗ソフトボール大
会を椹野川運動公園で開催します。地区内の親
睦を深めつつ、日頃の練習の成果を十分に発揮
し、優勝を目指しましょう！
出場希望は各地区体育委員さんに１１日
（金）までに直接お申込ください。
日時：６月３日(日） ８時３０分～
※雨天中止
場所：椹野川運動公園
主催：大歳体育振興会
問い合わせ：大歳体育振興会事務局
（大歳地域交流センター内）
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）

～平成３０年４月からの体制～
これから１年間よろしくお願いします。
所長 岡村 利彦
行政窓口担当
児玉 清明(資源循環推進課から)
沼田 良子、小田 早苗
地域担当柳本 和芳、山本 悟
自治振興会
勝井 勝治、藤井 郁子、網屋 雅代、原 伸枝
稲子田 朝美
～人事異動者～
山根 正司（秋穂総合支所へ異動）
小野 喜美子（４月末退職）
地域の皆さまには大変お世話になりました。

平成３０年５月

大歳交流センターだより

平成２９年に立ち上げたおまつり企画運営委
員会は、おおとし夏まつり実行委員長の宮成宣
継さんと大歳まつり実行委員長の石井貫太郎さ
んを筆頭に、大歳地域の担い手１０名が地区一
大イベントであるおまつりのエンジン役となっ
て、盛りあげようと奮闘しています！昨年の新
規イベント「子ども実行委員長」も大好評でし
た！また、おまつり企画運営委員会に入ってお
まつりを盛り上げたいと言う方も募集していま
す！
問い合わせ：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）

Ｎｏ.１１０

地域の方々に日頃の感謝の気持ちを込めて、
大歳小学校からアサガオの種をいただきまし
た。昨年の１年生が育てたアサガオで、大歳地
域交流センター入り口正面に置いたところ、約
２週間で全てお持ち帰りいただきました。大切
に育ててください。また大歳地域交流センター
階段に地域の方と小学生が一緒に活動した行
事風景を随時更新する掲示板があります。交流
センターに来られた際は、子どもたちと地域住
民が交流している写真を是非ご覧ください。

アサガオの種をご持参いただいた岡田

おまつり企画運営委員の皆さん

山口市南部地域を中心にサイクリングイベン
トを実施します。コース付近の住民の皆様方にご
迷惑をおかけしますが、ご配慮いただきますよう
お願いします。参加者は交通法規に基づき自転車
で走行しますので、交通規制はありません。
大歳では自転車道を走ります。沿道で参加者を
見かけたら、応援をよろしくお願いします。
※参加者の募集は締め切られています。
日時：５月２０日（日）９時～１６時
コース：
○ロングコース（約１００ｋｍ）
山口きらら博記念公園スタート９時
山口きらら博記念公園ゴール１６時頃
○ミドルコース（約５０ｋｍ）
山口きらら博記念公園スタート１１時
山口きらら博記念公園ゴール１６時頃
※１６時頃に最終走者がゴール予定。
問い合わせ：山口市定住促進課
（ＴＥＬ ９３４－２９４２）

校長先生と小学校地域行事の掲示板

大歳明治維新１５０年記念事業実行委員会で
作成した人物伝「明治維新と大歳」の冊子の販
売を開始しました。幕末の変革時代で活躍した
大歳ゆかりの人物をまとめた１冊です。大歳自
治振興会事務局にて２００円で販売中です。ま
た、大歳の歴史・自然散策マップ「発見！おお
とし」は人物、建造物、道、橋など大歳のあゆ
んできた歴史が１冊で分かるもので、郷土愛を
感じることができます。このマップは各家庭に
全戸配布しますのでご一読ください。
問い合わせ：大歳自治振興会
（ＴＥＬ ９２０－１７００）
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大歳交流センターだより

私たち大歳バレースポーツ少年団は、“あい
さつと返事”“整理・整頓”“感謝・思いやり”
の気持ちを大切にして、バレーボールを楽しみ
ながらも、助け合う心や頑張る力を身に付けま
す。たくさんの見学と入団をお待ちしていま
す！
練習日：
○火・金曜日
１６時３０分～１９時３０分
○土曜日
８時３０分～１２時３０分
問い合わせ：
大歳バレーボールスポーツ少年団 代表 吉中
（ＴＥＬ ０９０－８２０９－０７１８）
（E-mail ohtoshivolleyball@gmail.com）

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！
日時：５月２５日（金）
１０時～１３時
場所：大歳地域交流センター
２階 和室
内容：朝田神社周辺の散歩
持参品：飲み物、帽子、
お弁当（食べる方）
問い合わせ：太陽クラブ 代表 山根
（ＴＥＬ ０８０－５２０７－５０５９）

Ｎｏ.１１０

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：５月１９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：ケアビクス
健康クイズ
参加費：１００円
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

地域交流センターに傘の忘れ物が多数ありま
す。５月末までに所有者の方が見つからなけれ
ば処分します。ご確認よろしくお願いします。
問い合わせ：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）

【大歳地区５月の行事予定】
2 日(水) 地区バレーボール大会監督者会議（19：00～）

18 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）

7 日(月) 燃やせないごみの日

19 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

8 日(火) 大歳交流センター運営協議会総会（17：30～）

20 日(日) 第 41 回分館対抗バレーボール大会（8：30～）

8 日(火) 大歳人権学習推進協議会総会（18：15～）
11 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

23 日(水) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
24 日(木） 青少年健全育成協議会総会（19：00～）
25 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）

16 日(水) びん・缶の日

25 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

17 日(木) 金属・小型家電製品の日

29 日(火) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）

17 日(木） 青少年健全育成協議会理事会（19：00～）

※木曜日はプラ容器包装分別収集

9 日(水） 母推さんの子育て応援講座（10：00～12：00）

平成３０年５月
大歳のエトセトラ
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大歳の「仕置場」

１

注１

「維新資料 大庄屋 林勇蔵」 の椹野川改修事業について次のような文章があります。「明治二
十一（1888）年四月五日より県会臨時会を開き、七日丸山より黒川橋まで椹野川堤防を道路改修する
ことに議決せり。」、続いて「三作村、岩富村よりは吉敷川附改、古曽坊より三作石祠の処まで一直線、
それより御仕置場人埋所へ一直線に附調を請願せり。」とあります。少し詳しくみますと、この頃の
吉敷川には、現在の大歳橋（昭和 10 年に架橋）はなく、そのすぐ西に宝暦元（1751）年に石橋とな
った黒川橋注２が架かっていました。そして、吉敷川の流れは、その辺りは少し湾曲し、橋詰注３あたり
で西に向きをかえ、岩富の芝村の北側に沿って流れ、法満寺川と合して南流し、東川久保の西端を通
って、外川久保から椹野川本流に流入していたと言われています。そのために、洪水のときは椹野川
本流の水勢に押されて水はけが悪く、朝田地区の岩富・三作一帯は常に水害にあっており、改修時に
三作・岩富から、「吉敷川の付け改めは、水害がおきないように、古曽坊より三作の石祠までの所ま
で一直線に、それより旧御仕置場人埋所へ一直線に」との請願が出されていたのです。
ここで、感じられる椹野川改修事業の文に出てくる「御仕置場人埋所」について見ていきたいと思
います。
「仕置場」はネット情報によると、
「一般に公権力によって設置され死刑執行された場をいう。
お し お き ば

たた

江戸時代には、御仕置場といわれた。通常、死刑執行の場に限定し、敲き刑を行った牢屋敷門前や、
さらし
晒 執行の晒場は含まない。」また「江戸時代以前は『仕置き』は行政（経済を除く）・司法全体を言
ったのですが、江戸時代になるとその一部である『刑罰』だけを指すようになりました。またその中
でも処刑（死刑）だけを言うようになったのです」とあります。従って、椹野川改修事業に出てくる
『御仕置人埋所』は処刑執行する所であり、死体を埋葬する場所を指すものと思われます。歴史には
多くの負の歴史があります。明治維新期の小鯖の「柊刑場」もそれであり、
「矢原川原の軍事演習」注
４

で書かれています「赤祢武人の顕彰碑」の地もそうでした。大歳にも負の歴史があり、その一つが
御仕置場でした。明治維新から 150 年の節目に、大歳の負の歴史にも触れ供養することも大切なこと
と思います。次回に続きます。
注１、
「維新資料 大庄屋 林勇蔵」初版、藤井竹蔵著、椹野川改修事業は翌年の明治 22（1889）年。
注２、
「年中吉凶記録」。現在、
黒川市と岩富の間の吉敷川に架
かる黒川橋がありますが、これ
とは違います。
注３、橋詰・芝村・法満寺・
東川久保・外川久保・古曽坊・
は小字名。
注４、「大歳センターだより」
No.51「矢原川原の軍事演習３」
参考資料、
「ふるさと山口」第
23 号、
「山口の文化財を守る会」、
「郷土 ふるさと大歳」発行。
（大歳史談会、
文責：白上茂樹）
「朝田村地籍図(分間図)」、朝田村小字「下川田」、「下前原」、「上前原」辺りの図

