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平成 30 年 6 月 1 日現在

日

時：８月４日（土）１８：００～２１：００

場

所：大歳地域交流センター前駐車場

８月４日（土）は、恒例のおおとし夏まつりです！もちまき、ステージ、総踊り、夏まつり大
抽選会など、盛りだくさんのプログラムに加え、焼き鳥、フランクフルト、生ビールなど模擬店
も多数出店予定です！今年も皆さんのご来場をおまちしています！
※ 雨天の場合は大歳地域交流センター前駐車場で縮小開催します。（舞台は中止）
※ 駐車場はありません。自転車や徒歩でまつり会場へお越しください。
自転車でお越しの方は所定の場所へ駐輪してください。
※ 今年もシャトルバスを運行します。運行時間は７月１５日号配布の運行表をご覧ください。

○詳細は７月１５日号配布の「おおとし夏まつりプログラム」をご覧ください。

６月３日（日）椹野川運動公園にて開催しま
５月２０日（日）維新百年記念公園スポーツ文
化センターアリーナにて開催しました第４１回 した第６１回分館対抗ソフトボール大会の結
分 館 対 抗バレーボール大会の結果を報告しま 果を報告します。
す。
【男子の部】
優 勝 中矢原
準優勝 岩富
３ 位 上矢原
【女子の部】
優 勝 岩富
準優勝 上矢原
３

位

中矢原

【Ａブロック】
優 勝 今井下
準優勝 下湯田
３ 位 上矢原Ａ
勝井
【Ｂブロック】
優 勝 下矢原
準優勝 上湯田下
３ 位 上湯田上
岩富
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歯科衛生士さんにごはんをおいしく食べるた
めに正しい歯磨きの仕方を教わりませんか？
日時：７月１１日（水）
１０時～１２時（受付９時３０分～）
場所：大歳地域交流センター
内容：歯科衛生士さんのお話と実習
対象：乳幼児とその保護者
持参物：歯ブラシ、コップ、タオル
定員：１５組（先着順）
担当：母子保健推進協議会
申込：大歳地域交流センター
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
※７/２(月)から申込み受け付け

Ｎｏ.１１２

大歳地域交流センター１階の図書室では、約
４５００冊の図書貸し出しができます！新刊も
毎年１００冊ほど購入していますので皆さん是
非ご利用ください！
貸出冊数・期間：１人６冊、最長２週間まで
利用時間：平日８時３０分～１７時１５分
返却方法：利用時間内に図書室の元あった場所
に返却してください。なお、交流セ
ンター自動販売機横に設置してある
市立図書館用返却ポストには返却で
きませんので、お間違えの無いよう
にお願いします。
問い合わせ：大歳地域交流センター内
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）

お話と実習を
しますよ！

大歳地域交流センターを継続的に利用し、社
会教育並びに生涯学習、また地域づくり等の推
大歳地区社会福祉協議会では９月１５日（土） 進を行う定期利用団体を募集します。現在２１
に山口県総合保健会館で敬老祝賀会を行いま
団体がコーラスや体操などで活動しています。
す。祝賀会の出席者にお土産でペーパーフラワ
ーをお配りすることとしています。つきまして 下記条件などが必要となりますので、まずは交
は、出席者にお配りするペーパーフラワー作り 流センターにお問い合わせください。
を下記日程で行いますので、お手伝いをしてく 定期利用団体条件（内規一部抜粋）
ださる方のご参加をお待ちしています。申込は ①構成員が５人以上で、大歳地区民が主体
不要です。
②新規入会が随時可能な開かれた団体である
日時：８月 ６日（月）
③年２回のおまつりの協力
８月２０日（月）
④営利を目的とせず、会費は３,０００円以内
８月２７日（月）
の徴収までとする
９月 ３日（月）
⑤半年以上不定期利用をして継続的に利用が
いずれも９時３０分～１２時
場所：大歳地域交流センター
可能と判断できる団体であること
２階 講堂
など
持参品：工作用はさみ、お手拭き
問い合わせ：大歳地域交流センター
問い合わせ：お花づくり代表 大窪
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）
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大歳地域交流センター定期利用団体の青空コ
ーラスは、現在１０名で活動しており、動揺、
唱歌、昭和の歌、ポップスを練習しています。
地域行事や老人ホームで歌うこともあります。
少し空いた時間に一緒に歌を歌って癒されませ
んか？小さい子どもさんをつれて来られても大
丈夫です。
日時：毎月第１～４月曜日
１４時～１５時３０分
場所：大歳地域交流センター
２階 講堂
講師：池田真紀子 先生
問い合わせ：青空コーラス代表 松尾
（ＴＥＬ ０８０－３８７５－６６８１）

講師に藤本百合枝先生をお招きし、野菜スタ
ンプで絵ハガキを作ります。その後は皆でスイ
カ割りを楽しみましょう！
日時：７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：絵ハガキ作りとスイカ割り
対象：未就園児の親子
定員：先着１５組
参加費：１家族１００円
問い合わせ：太陽クラブ 代表 山根
（ＴＥＬ ０８０－５２０７－５０５９）

Ｎｏ.１１２

地域交流センターで楽しく過ごしましょう！
会員制ではないので、どなたでもお好みのメ
ニューだけでも参加できます。
日時：７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：○歌声喫茶
今話題の歌や懐かしい歌を歌いましょ
う！
○コーヒーブレイク
参加費：１００円
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

大歳自治振興会でフェイスブックのページを
作成しました！大歳地区のイベントや行事をリ
アルタイムで配信するほか、交流センターで起
きた些細な出来事なども配信していきますの
で、フェイスブックを利用されている皆さん是
非ご登録よろしくお願いします！
登録方法：
フェイスブックで「大歳自治
振興会」と検索していただく
か、ＱＲコードを読み取って
いただいて、友達申請をする
と登録完了です。
問い合わせ：大歳自治振興会
（ＴＥＬ ９２０－１７００）

【大歳地区７月の行事予定】
2 日(月) 燃やせないごみの日

21 日(土) おおとし防災の日イベント（10：00～12：00）

6 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

21 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

11 日(水） 母推さんの子育て応援講座（10：00～12：00）

26 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

12 日(木) 金属・小型家電製品の日

27 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

13 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）

28 日(土) キッズフェスティバル（14：00～）

18 日(水) びん・缶の日

29 日(日) キッズフェスティバル（～8：30）

20 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）
20 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）

31 日(火) 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」３

～慶応３年秋～

黒川の川田原に仕置場を造る御沙汰があった慶応 3（1867）年 9 月 17 日の長州藩の情況を見てみま
す。
この日は、薩摩藩の大久保利通、大山綱良（格之助）が、京都薩摩藩邸にいた伊藤俊輔、品川弥二
たかちか
郎と共に、山口を訪れた日と重なります。後者の 2 人は、翌日の 9 月 18 日に、長州藩主・敬親父子、
木戸孝允、広沢真臣らに京都周辺の形勢を報告して、是非とも「討幕挙兵」に長州藩の協力、応援が
必要であると訴えています。その内容は、「鹿児島から動員した薩摩藩兵が三田尻に立ち寄り、これ
に長州藩兵が加わり、9 月下旬から 10 月上旬に海路をとって一挙に大阪に上陸する」と言う計画でし
きんけつほうご
た。これを受けて、毛利敬親は、「禁闕奉護註 1 の処、実に大事の事にて、玉を奪われ候ては、実に致
し方なき事とはなはだ懸念。かえすがえすも、手抜かりはこれ無き筈ながら別して入念に候様」と述
もとのり
ま り ふ
べ、討幕挙兵の計画を裁可します。そして、11 日後の同年 9 月 27 日に、世子毛利元徳は上坂の兵を鞠生
松原に閲兵などして、長州藩は、動員兵を載せた薩摩艦艇が三田尻に入港する日を待っていましたが、
結局、薩摩藩は来ませんでした。つまり、この出兵計画は実行されませんでした。しかし、約一ヶ月
後の 10 月 14 日に 討幕の密勅が薩摩藩と長州藩に下されます。また、同じ日に将軍徳川慶喜は、政
権返上を上奏（大政奉還）します。これで、武力倒幕の大義を失った薩摩藩の西郷隆盛は、江戸で相
樂総三註２ら尊攘派浪士を用い、江戸で辻斬り・強盗・放火など凶悪犯罪を繰り返し、幕府側に戦端を
開かせようと挑発しはじめます。そうした中、西郷隆盛自身は、討幕の密勅があった 3 日後の 10 月
たてわき
17 日に、薩摩藩の小松帯刀・大久保利通、そして長州藩の広沢真臣・福田侠平・品川弥二郎と共に、
京を去って 10 月 21 日に三田尻に着いています。広沢真臣は夜道を山口に入り、官位復旧の御沙汰書
ならびに討幕の密勅を藩主毛利敬親・元徳に提示しました。その翌日 10 月 22 日に品川弥二郎の案内
で小松帯刀と西郷隆盛が山口に入っています。10 月 23 日に小松帯刀と西郷隆盛は毛利敬親、元徳に
謁見し、会談をし、その後、饗宴をしています。この時、大久保利通は、風邪を引き三田尻に留まっ
ており、山口には来ていません。討幕の密勅があった後の慶応 3（1867）年 11 月 17 日に薩摩藩、島
津忠義が三田尻に到着し、翌 18 日に島津忠義は毛利元徳と会談し、新たに「出兵同盟」を結びます。
次回に続きます。
（史談会、 文責：白上茂樹）
（註 1）朝廷を護ること （註２）江戸出身、尊王攘夷派、赤報隊隊長
（参考文献）
「防長回天史 ―慶応 3 年― 」、
「王政復古」井上薫著、
「幕末慶応期の政局と龍馬暗殺」
川島修著

枕流亭にて密談ありとの記載がある説明板

慶応 3 年、小松帯刀・西郷隆盛・大久保利通たちが山
口を訪ね密談した枕流亭（現在、香山公園内にある）

