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題名:ホタルの夜空

お名前:佐藤星夏さん

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）

FAX 922-4036
TEL 922-2461

人

口

13,781

世帯数

6,541

令和元年 5 月 1 日現在

総合順位の結果は１位:岩富、
２位:中矢原、３位:下矢原でした！
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少なくなってきた“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１日（土）１９時００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。）
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）
※５月３１日（金）申込締め切り。人数多数の場合、抽選。

令和元年６月

大歳交流センターだより

Ｎｏ.１２３

３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。参加者全員で試写会とコンテストをやります。
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：７月６日（土）１２時３０分～１７時 ※小雨天決行
集合場所：大歳地域交流センター２階 講堂
内 容：大歳地区３コースを散策し、試写会をします。
対 象：小学生以上～大人
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（おやつ付）※乳幼児は無料
定 員：先着３０組
申 込：大歳地域交流センター（℡:９２２－４０３５）
※６月２８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。
※虫除け、熱中症等対策をして参加ください。

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開始します。
日 時：６月２３日（日）開会式８時３０分～
場 所：大歳小学校体育館
主 催：大歳体育振興会
主 管：大歳卓友会
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）
※回覧がまわりますので、
申込みの際は、
各分館長・体育委員まで
御連絡ください。

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
しく食べませんか？
日時：６月２２日（土）
９時３０分～１３時
場所：大歳地域交流センター
参加費：２００円
持参物：エプロン、三角巾
申込：大歳地域交流センター 先着１５名
（ＴＥＬ ９２２－４０３５）
※６月１９日（水）申込締め切り。

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２８日（金）１０時～１３時
場 所：大歳地域交流センター２階 和室
持参品：炊いたご飯（親子分、すし飯でも可）、
スプーン･フォーク、飲み物
クッキー型抜き（あれば）
ウェットティッシュかお手拭
問い合わせ：太陽クラブ代表 山根
（ＴＥＬ ０８０－５２０７－５０５９）
※アレルギーのある方は、ご相談ください。

※申込締切：６月２１日（金）
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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。
○肺がん検診
・場 所:大歳地域交流センター1 階 講堂
・日 時:令和元年７月１１日（木）
９：００～１５：００
（１２：００～１３：００は除く）
・負担金:無し
・予約不要

※喀痰検査（肺がん検診と同時受診可能）
■対象：肺がん検診のうち、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
非課税世帯対象の方（要事前申請）は自己負担金が５００円。）

絵本に関心を持ち始める時期、絵本を通して親
子の絆を深めませんか？
日時：令和元年６月２１日（金）
１０時～１２時
１４時～１６時
場所：大歳地域交流センター
対象：２０１８年１０月１日から
２０１８年１２月３１日の間に生まれ
た乳幼児とその保護者。
問い合わせ：山口市立中央図書館
（℡：９０１－１０４０）

ソフトペタンクで大笑い！心も体もリフレッ
シュしましょう！
日 時：６月１５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：ソフトペタンク
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）
※申込み不要。どなたでも参加できます。

【大歳地区６月の行事予定】
1 日（土） 戦没者追悼式（11:00～）

19 日(水) びん・缶の日

1 日(土) おおとしホタル鑑賞の夕べ（19：00～21：30）

21 日（金） ブックスタート体験会

3 日(月) 燃やせないごみの日

21 日(金） パソコン相談（10：00～12：00）

4 日（火） おおとし夏祭り実行委員会（19:00～）

22 日(土) 男性料理教室（9：30～13：00）

8 日(土) 老人クラブセンター清掃（8：00～9：00）

23 日(日) 第 42 回分館対抗卓球大会（8：30～）

9 日(日) 第 62 回分館対抗ソフトボール大会（8：30～）

24 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）

12 日(水） 母子相談（10：00～11：00）
12 日(水) 大歳地域交流センター運営協議会(19:00～)
13 日(木) 金属・小型家電製品の日
14 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）
15 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

27 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
28 日(金) 子育てサークル太陽クラブ（10：00～13：00）
28 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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石州街道を俳句する
ひ よ く づか

冬晴れの石州街道比翼塚
じゅう ご う

にかわ

かん び よ り

柔 剛の二川合流寒日和

裕子
みちこ

冬晴れの大歳椹野川沿いを「俳句の会」で吟行しました。
俳句の会の行事は、月一回、山口市内の各種の日帰りコースを組み立て、そこを巡りながら、その場で俳句を作
り、その直後句会をひらき、批評しあうというものです。
大歳を石州街道が貫いていることを、その時知りました。俳句はあらゆるジャンルに、広く、浅く、また深く、
知識を得る場です。大歳を吟行したことにより、知られざる絶景ポイントや石州街道のほんの一部を垣間見ること
になりました。俳句の会の師が街道マニアであり、ことに石州街道に愛着の強い方でした。なにげなく選んだ大歳
の吟行場所にあきらかに石州街道があることを教えてもらいました。このことが大歳史談会に入るきっかけとなり、
大歳という地域に、ピンポイントとして歴史をさぐる熱い人たちがいることに驚きと感動を覚えました。
わたなか

ま な か

綿中の真中つらぬく朝日かな
かわ う

川鵜とぶ一声残し椹野川
しろべかん た

あぜ

石州道の 標 枯田の畔に建つ

育代
由紀
育代

和田橋近くの石州街道を舞台とした悲劇の比翼塚を後にし、朝田水位観測所へ自転車でわたり、カラスウリのぶ
らさがっている自然あふれる道をさかのぼります。
たまずさ

ひら

玉章を開けばこぼる野のことば

紀子

たまずさ

むす

ふみ

「玉 章 」はカラスウリのことです。赤い実を開き、種子を洗うと、不思議な形があらわれます。これが結 び文 の
たまずさ

ように見えるところから玉 章 とよばれています。
矢原の河川公園へ場所を移すと、クヌギの大木やその近くに馬頭観音があります。
ば と う かんのん

く

げ

馬頭観音木の実の供華のはやすかな
ば と う かんのん

ふんぬ

そう う

馬頭観音に憤怒の相失せ寒き石

千鶴子
甚左

大歳の歴史の足跡を大歳史談会に教えを請いながら、俳句右手にさらにたどってみたいと思います。
（大歳史談会、文責：下園斗七美）

小郡側からみた王子の森の風景

山伏様をお祀りしてある風景

