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平成３０年台風第７号及び前線等に伴う大
雨災害により、西日本を中心に甚大な被害が出
ました。被災された方々に心よりお見舞い申し
上げます。この災害で被災された方々を支援す
るため、大歳地域交流センター行政窓口に義援
金箱を設置しています。お寄せいただいた義援
金は、日本赤十字社から全額被災地に届けられ
ます。皆さまの温かいご支援をよろしくお願い
します。

６月２４日（日）大歳小学校体育館にて開催
しました第４１回分館対抗卓球大会の結果を報
告します。
優 勝
岩富分館
準優勝
和田・高井分館
３ 位
中矢原Ｂ分館、今井下Ｂ分館
Ｂ級優勝 上矢原Ｂ分館

咋年優勝の強豪和田・高井チームから見事勝利した
岩富チームの皆さん。優勝おめでとうございます！
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平成 30 年 7 月 1 日現在

８月４日（土）１８時から開催されるおおと
し夏まつりが尐しでも盛り上がればとの思い
から、交流センターロビーに白無地のぼり旗の
お絵かきコーナーを設置し、たくさんの子ども
たちに絵を描いてもらいました！さわやか学
級の子どもたちも描いてくれて、まっ白だった
のぼり旗４枚は、花火、カキ氷など夏まつりを
連想させる絵で瞬く間に埋め尽くされ、華やか
な旗に変身しました。こののぼり旗は、夏まつ
り当日の会場出入り口付近で、皆さんをお出迎
えします！

７月１日(日)に開催された消防団操法大会
に大歳分団も参加しました。奮闘したものの１
８位と上位入賞には一歩及びませんでした。来
年は入賞めざして頑張ります。
【出場選手】
指揮者 原田 光一郎 ２番員 金子 泰啓
１番員 古西 剛士
３番員 豊嶋 正典
補助員 波多野 照典
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友だちと一緒に体を動かし、卓球を楽し
みましょう！卓球を初めてやる人も基本
から教えてもらえるよ！鴻南中学校卓球
部の皆も講師で来てくれて優しく教えて
くれるよ。ぜひ参加してね！

大歳地区のおじいちゃんおばあちゃん
とグラウンドゴルフにチャレンジしてみ
よう！チャレンジしたあとはおにぎりが
もらえるよ！お父さん、お母さんの参加も
大歓迎です。ぜひ親子でご参加ください！

日時：８月２２日（水）
９時～１２時
場所：大歳小学校体育館
対象：小学３年生～６年生
持参物：飲み物、タオル、着替え
体育館シューズ
申込期限：８月１５日（水）まで

日時：８月２５日（土）
９時～１１時
場所：大歳小学校グラウンド
対象：小学４年生以上のどなたでも
持参物：運動のできる服装、帽子、飲み物
申込期限：８月１７日（金）まで

暑い日が続いていますね。こんなときは交流
センターでクールシェアをしましょう！８月は
ビデオ鑑賞と折り紙をします。どなたでも参加
できますので気軽にお越しください！
日時：８月１８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：○ビデオを見ながら茶話会
○折り紙
参加費：１００円
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３）

野外で遊ぶことの楽しさや気持ち良さを体
感してもらうために山歩きとクライミング体
験教室を開催します。
日時：１０月１４日（日）
８時～１５時
（受付７時４５分～）
場所：セミナーパーク第５駐車場集合
内容：岩屋山から陶ヶ岳を登山
クライミング体験
対象：小学１年～中学３年生及びその保護者
※小学４年生以下は保護者同伴
持参物：長袖シャツ、長ズボン、運動靴、帽子、
手袋、かっぱ、弁当、おやつ、飲み物
定員：先着４０名
申込：山口山岳会 担当 小林
（ＴＥＬ ０９０－７８９４－４３７３）
※８月２０日（月）申込締め切り。
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日時：８月２４日（金）
１０時～１３時
場所：大歳地域交流センター １階 講座室
持参物：炊いたご飯（親子分の量）
カレーの器、スプーン、子どもの水着
タオル、レジャーシート
対象：未就園児の親子
参加費：１００円
申込締切：８月１６日（木）
問い合わせ：太陽クラブ 代表 山根
（ＴＥＬ ０８０－５２０７－５０５９）
※８月１６日（木）申込締め切り。
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放送大学は、インターネット、ラジオ、テレ
ビによって学ぶことができる遠隔教育大学で
す。山口県内では約７００名の方が学んでおら
れます。皆様の生涯学習やキャリアアップ、資
格取得だけでなく、学生同士の交流の場として
も最適です。「学び直し」に挑戦してみません
か？
平成３０年１０月入学出願受付期間
第１回 ６月１５日～８月３１日
第２回 ９月 １日～９月２０日
入学相談時間
月曜日、祝日を除く毎日 １０時～１７時
問い合わせ：放送大学山口学習センター
（ＴＥＬ ０８３－９２８－２５０１）

入所されている皆様、そして地域の皆様との交流を深め、夏の思い出ができるよう、今年も納
涼ふれあい祭りを開催します！皆さんのご来場をお待ちしています！！
開催日時：８月２５日（土）１８：００～２０：３０
※雨天の場合は、正午までに中止の判断をします。
場所：山口リハビリテーション病院玄関前広場
内容：○バザー 焼きそば、焼き鳥、フランクフルト
焼きイカ、からあげ、かき氷、たい焼き
ジュース（酒類の販売は致しません）など
○ゲーム 輪投げ、スーパーボールすくい、ヨーヨーつり
○盆踊り（炭坑節、大内のお殿様等）○白河踊り
○ステージ企画 西京高校吹奏楽部（予定）、ナップキッズダンス、よさこい平川組、
太鼓演奏、花火大会等
その他：シャトルバスの運行は廃止しました。
（駐車場には限りがございますので公共の交通機関をご利用ください）
問い合わせ先：山口あかり園 担当 安光 （ＴＥＬ ０８３－９２１－１２１０）

【大歳地区８月の行事予定】
2 日(木) 燃やせないごみの日

18 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

3 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

20 日(月) お花づくり（9：30～12：00）

4 日(土) 第 32 回おおとし夏まつり（18：00～21：00）

24 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）

6 日(月) お花づくり（9：30～12：00）

27 日(月) お花づくり（9：30～12：00）

8 日(水） 母子相談（10：00～11：00）

30 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

13 日(月) 金属・小型家電製品の日
15 日(水) びん・缶の日

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

17 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）
17 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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大歳の「仕置場」４

第２奇兵隊脱退騒動

四境戦争が始まる２か月前の慶応２（1866）年 4 月 5 日に、第２奇兵隊脱退騒動註１が起こります。
長州藩は、この時、革新派が藩の主導権を握り、「武備恭順」の藩是の決定や、軍制改革を実施し、
奇兵隊の定員を 1500 名とするなど組織改革をしています。そして、慶応２（1866）年 1 月には薩長
同盟が成立すると、全藩あげて幕府との軍事的対決に踏み切っていきます。
この時、諸隊の規律も求められ、まして脱隊など許されるはずがなく、また、一部の規律違反行動
が起こりそれが他の諸隊へ波及するのを恐れ、藩は厳しく取り締まりをしました註２。その厳しさとは、
違反者を斬首・さらし首等の刑にした程でした註３。
規律違反者として受刑された中に、第二奇兵隊に大４小隊長の櫛部坂太郎註４とその行動をともにし
た同郷の隊員桜井軍記（第一銃隊第五長）がいます。桜井軍記は大島郡伊保田村浄専寺近くの生まれ
で、脱退事件の首謀者の一人である櫛部坂太郎と行動を共にしていました。そして２人は、逃亡先の
は ぶ
伊予西条藩領の垣生村（現新居浜市）に潜伏中に捕まります。慶応３（1867）年６月８日のことです。
２人は、西条から周防大島村から田布施を通って山口に護送され、そして同年７月 18 日に山口羽坂
村（下羽坂牢）に入牢します。やがて、櫛部坂太郎は、10 月中旬頃病にかかり、同年 11 月 12 日に、
寒中の牢にて病死しますが、同年 11 月 18 日に牢門の中において斬首されています。そして同じ日に、
桜井軍記は、吉敷川と椹野川の合流の地点付近の川田原で斬首されています。時に櫛部坂太郎 26 歳、
桜井軍記 25 歳でした註５。
桜井軍記が朝田の仕置場で命を落した日は、長州藩と薩摩藩が新たに上洛のために「出兵同盟」が
結ばれた日であり、その一か月後の慶応（1867）３年 12 月 9 日には王政復古の大号令がなされてい
ます。明治の曙光がすぐそこにさしかかっている時に、竹馬の友である 2 人はこの山口の地で亡くな
っています。ご冥福をお祈りします。
（史談会、 文責：白上茂樹）
（註１）慶応２（1866）年４月 5 日、第二奇兵隊立石孫一郎（第二銃隊副隊長兼応接係）らは、現
状を打破してこちらから打ってでる戦術転換の請願に反対する書記樽崎郷一郎を殺害し、その後隊員
百数十人が５隻の船に分乗して倉敷へ脱走、幕領の代官所を襲撃した事件です。首謀者の立石孫一郎
は慶応２（1866）年 4 月 26 日の夜に島田川の千歳橋で殺害され、千歳橋の畔に曝されています。此
の時の脱退者の死亡者は 78 人でした。
（註２）大村益次郎が主導。 （註３）広沢真
臣が、騒動担当者植村半九郎宛てた書簡に「雨降
って地固まる訳にて・・・・不幸の幸」とありま
す。
（註４）櫛部坂太郎は、周防大島東部の伊保田
村浄専寺 12 世宗学の長男。天保 13（1842）生まれ。
隊の為に、寺の金を使い込んでます。
（註５）斬首さてた 2 人は故郷、大島町に罪科
札が立てられています。櫛部坂太郎の墓地は伊保
田村東浜（大島郡東和町）の墓地にありますが、
桜井軍記の墓は不明です。
川田原御仕置場の見取り図、上が南西、下が北東、上の横線
（参考文献）
「倉敷浅尾騒動記」角田直一著、
「長
が吉敷川、曲がった線が石州街道その間はおよそ 100m。右が
州第二奇兵隊の悲劇 倉敷・浅尾暴動事件」岡崎
小郡方面。山口より壱里半。（山口宰判本控より）
鎮生著、
「長州第二奇兵隊暴動資料集」国広哲也著。

