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平成 30 年 5 月 1 日現在

天候に恵まれた中、４月２９日（日）に第
５８回大歳地区体育祭を開催しました！
総合順位は１位今井下、２位岩富、３位勝
井でした！出場された皆さん、そして運営に
ご協力いただきました皆さんありがとうご
ざいました。

最近、家の近くでは見かける事が尐なくなってきた“ホタル”を地域のおすすめスポットで鑑
賞してみませんか！？
日時：６月２日（土）１９時３０分～２１時３０分（予定） 受付１９時～
（雨天の場合は、中止とします。）
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
参加条件：大歳地域の親子（子どもだけでの参加はできません。）
持参物：懐中電灯、歩きやすい服装
その他：夕食は、各自で済ませてからご参加ください。
鑑賞スポットまでは、各自で移動をお願いします。（付近に駐車場を確保しています。
駐車場から、さらに徒歩で１０分程度での移動をお願いします。）
現地まで係員が誘導しますが、各自でも安全に十分気を付けてご参加ください。
申込：大歳自治振興会（ＴＥＬ ９２０－１７００） ※６月１日（金）申込締め切り。
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４つのコースを散策して、スマートフォンでさまざまな風景や史跡を撮影し、ツイッターに投
稿します。午後から参加者全員で試写会とコンテストをやります。優秀作品には豪華賞品があり
ますので、ユーモアのある写真を撮って賞品をゲットしましょう！
日時：６月２３日（土）９時００分～１６時 ※受付８時３０分～９時 ※雨天決行
集合場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
内容：午前中に大歳地区４コースを散策し、昼食後に試写会をします。
対象：どなたでも参加可
持参物：動きやすい服と靴、飲み物、スマートフォン
参加費：５００円（弁当付）※乳幼児は無料（弁当なし）
定員：先着２０組
申込：大歳地域交流センター （ＴＥＬ ９２２－４０３５）
※６月１５日（金）申込締め切り。
※小学生以下の方は必ず保護者同伴で参加ください。
※日よけ、虫除け、水分補給等熱中症対策をして参加ください。
※集合場所にはできるだけ自転車でお越しください。

大歳地区卓球大会を大歳小学校体育館で開催
します。個人の部は当日の飛び入り参加もでき
普段から料理をする方も、ほとんどしない方
も食推と簡単な料理をみんなで楽しく作り、楽 ます。奮ってご参加ください！
※個人の部は、分館対抗の部の閉会式終了後に
しく食べませんか？
開始します。
日時：６月２３日（土）
日時：６月２４日（日）開会式８時３０分～
９時３０分～１２時３０分
場所：大歳小学校体育館
場所：大歳地域交流センター
主催：大歳体育振興会
参加費：２００円
主管：大歳卓友会
持参物：エプロン、三角巾
問い合わせ：大歳体育振興会事務局
申込：大歳地域交流センター 先着１５名
（大歳地域交流センター内）
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
※６月２０日（水）申込締め切り。

ハンドマッサージで働き詰めの手を癒してあ
げましょう！
日時：６月１６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：ハンドマッサージ、ハーブティータイム
折り紙
参加費：１００円
持参物：手拭きタオル
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

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：６月２２日（金） １０時～１３時
場所：大歳地域交流センター ２階 和室
内容：風船遊びと食パンを使ったカナッペ作り
持参品：飲み物、子ども用エプロン（あれば）
クッキー型枠（あれば）
問い合わせ：太陽クラブ 代表 山根
（ＴＥＬ ０８０－５２０７－５０５９）
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がんの早期発見に向け、集団検診を実施します。早期のがんは自覚症状がないことが多いため、定期的
な検診受診が必要です。４０歳以上（子宮がん検診は２０歳以上）で、職場等で検診を受ける機会のない
方はぜひ受診しましょう。受診の際は必ず、がん検診等受診券をご持参ください。
○大腸がん検診
■負担金 ３００円
■予約 山口市保健センター（ＴＥＬ ０８０－２９１９－１１８６）※要予約
※事前に容器の受け取りが必要です。
日にち（検体提出日）
受付時間
場所
７月１９日（木）
８月 １日（水）

１５時
９時３０分

～
～

１６時
１０時２０分

大歳地域交流センター

○子宮がん検診
■負担金 ９００円
■予約 山口市保健センター（ＴＥＬ ０８０－２９１９－１１８６）※要予約
※７０歳以上の方、「後期高齢者医療被保険者証」を提示された６５～６９歳の方、７０歳未満で市民税
非課税世帯の方（要事前申請）は自己負担金が５００円です。
日にち
受付時間
場所
８月２３日（木）
１４時２０分 ～
１４時４０分
大歳地域交流センター
○肺がん検診
■負担金 なし
■予約不要
※検診車で大歳地区を巡回します。
９時 ～
９時２０分 富田原町
山口コアカレッジ
９時３０分 ～
９時５０分 今井町
崋餐（焼肉屋）駐車場
１０時 ～
１０時３０分 若宮町
山口酒販会館前
１０時４０分 ～
１１時 周布町
周布町資源物ステーション
７月１９日（木）
１１時２０分 ～
１１時５０分 中矢原
市営矢原住宅Ｂ棟東側駐車場横
１３時３０分 ～
１３時５０分 幸町
上湯田下公会堂前
１４時 ～
１４時２０分 下矢原
旭幼稚園駐車場
１４時４０分 ～
１５時 勝井
大歳駅横
１５時２０分 ～
１６時
大歳地域交流センター
１３時２０分 ～
１３時４０分 朝田
セブンイレブン山口朝田バイパス店
７月２０日（金）
１３時５０分 ～
１４時１０分 山口朝田ヒルズ
分譲地６４号地前
１４時３０分 ～
１４時５０分 高井
山口県薬業(株)駐車場
※喀痰検査 （肺がん検診と同時に受診できます。）
■対象 肺がん検診受診者の内、５０歳以上で喫煙指数（１日の喫煙本数×喫煙年数）が６００以上の方
■負担金 ６００円
７０歳以上の方、「後期高齢者医療被保険者証」を提示された６５～６９歳の方、７０歳未満
で市民税非課税世帯の方（要事前申請）は自己負担金が５００円です。
問い合わせ：山口市保健センター（ＴＥＬ ９２１－２６６６）

【大歳地区６月の行事予定】
2 日(土) 老人クラブセンター清掃（8：30～9：30）
2 日(土) おおとしホタル鑑賞の夕べ（19：30～21：30）

20 日(水) びん・缶の日
22 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）

3 日(日) 第 61 回分館対抗ソフトボール大会（8：30～）

22 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

4 日(月) 燃やせないごみの日

23 日(土) 地撮り山口大歳（9：00～16：00）

8 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

23 日(土) 男性料理教室（9：30～12：30）

13 日(水） 母子相談（10：00～11：00）

24 日(日) 第 41 回分館対抗卓球大会（8：30～）

14 日(木) 金属・小型家電製品の日

25 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

15 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）
16 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

28 日(木) 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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大歳の「仕置場」
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「山口宰判本控」に次のような文章があります。
「黒川 川田原 右向後罪人仕置場ニ被仰付候事 右之通御沙汰相成候条可有其御沙汰候以上（図
１）、九月十七日 井上五郎三郎様 小幡図書」とあり、注記として「慶応三卯九月十六日於政事堂
長尾熊太郎受取帰ル翌十七日右之通御用状相認山口御代官ヘ差越候事 一、本書御書渡継立エ入候事
一、山口代官所ニ差越御用状九月十七日田村権三助エ直二相渡候事」（図２）
この文章は、
「黒川の川田原に仕置場を造る御沙汰を出し、それを、慶応三（1867）年 9 月 16 日に、
山口政治堂に於いて長尾熊太郎が、受け取り、翌日の 9 月１7 日に山口代官や関係者に渡した」。と書
かれています。
また、同年 11 月には実際に御仕置があった際の経費に関する事が次のように書かれています。
「覚 一、米三石四斗六合八勺註１ 但諸入目銀之内御払下残壱貫百三十五匁六分註２地下和市銀百目
註3
ニ付
三斗註４替テ〆右之辻 右山口宰判黒川村於川田原当十一月罪人御仕置之節諸入目腰書之趣を以一書之
辻慶応三年分郡配当米之内を以被立下候様御正拠物之被成御沙汰可被遣候以上 卯十一月 大庄屋
岡屋彦四郎」（図３）
この文章は、山口宰判の大庄屋・岡屋彦四郎が山口代官所あてに「山口宰判黒川村の川田原で、御
仕置きが行われた際の経費、労賃等は合計約 26 万円ですが、その内の一部は慶応 3 年分の郡配当米
の拠出分にして欲しい」とお願いした文書です。「大歳の仕置場１」の注１「維新資料 大庄屋 林
勇蔵」の椹野川改修事業の文章や、上記の「山口宰判本控」などの文書から、慶応３（1867）年に大
歳に御仕置場が造られたことは分かってきましたが、その歴史的背景がよくわかりません。次回に、
年号が「明治」に変わる 1 年前の慶応 3（1867）年の状況をみていきたいと思います。
（註１）約 511kg、（註２）現在の金にして約 26 万円、（註３）この地域の相場、銀 100 目（375g）
が米 3 斗に相当し、現在の金にして 22,500 円、
（註 4）米として 511kg（1kg を 500 円として計算した）
。
（大歳史談会、 文責：白上茂樹）

図３

大庄屋岡屋彦四郎の御仕置経
費の措置法の説明文の写本

図２

書状の授受確認の書
状の写本

図１

御仕置場に仰せつけられた
書状の写本

