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令和 2 年 3 月 1 日現在

４月２６日（日）に予定しておりました『大歳地区体育祭』は、新型コロナウィルスの感染拡
大防止を考慮し、中止となりました。大歳地区民の方々の健康を第一に考えた判断であります。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
なお、大歳体育振興会では、令和２年度も大歳地区の方々の健康増進と地域内交流を目指した
体育行事を行う予定です。５月以降の行事については開催予定ですので、ぜひご参加ください。

サッカーを通じてスポーツの楽しさを知り、多くの友
達とたくましい身体づくりを目指しています！
対象：大歳地区在住の小学生
日時：毎週月・火・木・金曜日
１６：３０～１８：３０
毎週土曜日
９：００～１２：００
１～４年生・・・月曜日・木曜日
５，６年生・・・火曜日・金曜日・土曜日
※４年生は土曜日もあり
場所：大歳小グラウンド
問い合わせ：大歳サッカースポーツ少年団
代表 石井 貫太郎
（℡ ０９０－３３７３－０２０９）

○着任者
・行政窓口
高田 康子
（陶地域交流センターから）

○離任者

大歳地区の皆さま、これから１
年間よろしくお願いします！

沼田 良子
（平川地域交流センターへ）
地域の皆さまには大変お世話になりました。
ありがとうございました。

大歳小学校から、卒業制作の雑巾と、アサガオの種
をいただきました！センター内ロビーに設置してあ
りますので、ぜひお持ち帰りいただき、皆さんの生活
に役立ててくださいね♪

～令和２年４月からの体制～
所長
天賀

康介

行政窓口担当
児玉 清明、高田 康子、小田 早苗
地域担当
柳本 和芳、久保田 勝士
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
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大歳地区子ども会では、子ども会活動に関心がある
方を対象に広く会員を募集します。
興味を持たれた方や、加入を希望される方は大歳地
域交流センター窓口（８：３０～１７：１５）まで申
し込みをしてください。
また、時間内に申し込みが難しい方や、子ども会活
動についての問い合わせは下記までご連絡ください♪
・子ども会

代表

田中

友恵

・☎０９０－５６９９－５６０８
※申込締切：４月３０日（木）まで

大歳剣友会では、剣道を通じて身体を鍛えるだけで
はなく、心も豊かになるような育成を目的として活動
しています。まずは見学にお越しください！
【対 象】
市内の幼稚園児から中学生まで
【日 時】
日曜日 １７時～
月曜日 １７時３０分～
水曜日 １７時３０分～
※稽古時間は約２時間です。
場所：大歳小学校体育館
問い合わせ：大歳剣友会 川副
（ＴＥＬ ０９０－８９９６－７３１０）

大歳小学校にて「フラッグ大作戦～維新
の風をおこそう～」と題し、山口県の伝統
工芸品である徳地和紙について親しんでも
ら う レノ ファ コ ラボ 企 画 が実 施さ れ まし
た。
徳地和紙をレノファカラーのオレンジに
染め、そこに選手への応援メッセージを書
いてもらい、世界に一つだけの応援フラッ
グを作成しました。
開幕戦にも招待していただき、手作りフ
ラッグを持ってスタジアムの中を行進しま
した！
開幕戦で見事勝利を収めたレノファ山口
の今後の活躍にも、期待したいですね。

Ｎｏ.１３３

体を動かすのが大好き、興味のある子♪運動は苦
手だけどやってみたいな～って子も大歓迎！
まず、体験や見学をしてみませんか？お仕事やご
兄弟がいて時間が取れなくて…など、心配や不安な
ことがあれば、お問い合わせください。
今すぐ、ご連絡をお待ちしています！
【日 時】
水曜日：湯田小学校 １７：００～１９：１５
金曜日：白石小学校 １７：００～１９：１５
土曜日：大内小学校
９：００～１３：００
【問い合わせ】
担当：原田 ０９０－７５４２－６９１１

大人の居場所では、地域の皆さんが楽しく集まれる
居場所になるように、月に１回集いを開催していま
す。気楽にご参加ください！
日時：４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：年間計画しおり作り
大人の塗り絵、みんなで楽しく脳活性
参加費：１００円
持参品：色鉛筆 ※持っている人だけ。
問い合わせ：大人の居場所 代表 大窪
（ＴＥＬ ０８０－２９０４－８１９３ ）
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Ｎｏ.１３３

4 月 19 日(日)(自)大歳自治会長会（大歳地域交流センター）
4 月 19 日(日)(自・社)大歳自治振興会・大歳地区社会福祉協議会総会
5 月 24 日(日)(体)第 43 回大歳地区分館対抗バレーボール大会(スポーツ文化センターアリーナ)
6 月 7 日(日)(体)第 63 回大歳地区分館対抗ソフトボール大会（椹野川運動公園）
6 月 07 日(日)(自)健康づくり・絆・交流の輪グラウンドゴルフ大会(大歳小学校グラウンド)
6 月 21 日(日)(体)第 43 回大歳地区卓球大会（大歳小体育館）
7 月 18 日(土)(体)おおとし防災の日関連事業（大歳地域交流センター）
7 月 日( )(自)ふしの川水系クリーンキャンペーン
7 月 日(土)(自)夜間安全パトロール（大歳地区内） ※夏休み期間中の土曜日
8 月 1 日(土)(自)第 34 回おおとし夏まつり
8 月 22 日(土)(自)第 11 回大歳地区三世代交流グラウンドゴルフ大会
8 月 日( )(自)大歳地区花いっぱい運動花壇コンテスト審査日
9 月 5 日(土)(自)鴻南中学校体育祭（鴻南中学校グラウンド）
9 月 12 日(土)(社)大歳地区敬老祝賀会（山口県総合保健会館）
9 月 13 日(日)(自)第 14 回山口市民体育大会（維新公園陸上競技場ほか）
9 月 19 日(土)(社)大歳小学校運動会（大歳小学校グラウンド）
9 月 日(土)(社)第 7 回交流列車おおとしまつり（大歳駅）
10 月 4 日(日)(体)第 43 回大歳地区バドミントン大会（大歳小学校体育館）
10 月 18 日(日)(自)大歳地区一斉清掃（大歳地区内）
11 月 08 日(日)(自)第 44 回大歳まつり
11 月 11 日(水)(自)健康づくり・絆・交流の輪囲碁・将棋大会（大歳地域交流センター）
11 月 29 日(日)(体)第 21 回大歳地区分館対抗ソフトバレーボール大会（大歳小学校体育館）
12 月 07 日(日)(体)第 35 回大歳体育振興会長杯争奪少年サッカー大会（維新公園ちょるる広場）
1 月 10 日(日)(体)山口市消防出初式（山口南総合センター）
1 月 10 日(日)(体)山口市成人式（市民会館）
1 月 17 日(日)(体)第 16 回山口市駅伝競走大会（きらら博記念公園）

毎年 7 月 21 日はおおとし防災の日（平成 23 年制定）
※行事日程は変更となる場合があります。予めご了承ください。
(体)…大歳体育振興会主催行事 (自)…大歳自治振興会主催行事 (社)…大歳地区社会福祉協議会主催行事

【大歳地区４月の行事予定】
2 日(木)
8 日(水）
10 日(金)
13 日(月)
15 日(水)
17 日(金）

燃やせないごみの日
母子相談（10：00～11：00）
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
金属・小型家電製品の日
びん・缶の日
パソコン相談（10：00～12：00）

18 日(土) 大人の居場所（13：30～15：30）

19 日(日) 消防後援会評議員会・自治会長会
19 日(日) 大歳自治振興会・大歳地区社協総会
23 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
24 日(金） ぶっくん来館日（15：20～16：00）
30 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
※4/2（木）に予定していた、大歳地域交流センター後援
会総会及び大歳体育振興会総会は中止となりました。
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大歳のエトセトラ ７６

大歳のひと、田中頼三 その１
田中頼三については、平成 12 年 5 月発行の「大歳公民館だより」No.203 で紹介し
ましたが、少し補完したいと思います。
「ゲゲゲの鬼太郎」などで有名な漫画家水木しげるの初期の短編に「田中頼三」
というのがあります。水木氏が何故田中頼三について書いたのか。その背景には自
らの片腕を失う羽目になった戦争体験への思いがありました。彼の初期の戦争まん
がの特徴は、体験に裏打ちされたものや発掘した史実に基づいたものが多いのです
が、この「田中頼三」は彼の兄が高射砲隊長としてビルマに居たときの上官が田中

田中頼三

頼三であったことなど、彼に関して何ほどかの情報の裏付けがあり、親近感もあっ
たのかもしれません。さらにそれなりの成果をあげながら、何故かあまり海軍では

優遇されなかったので、その成果を少しでも残しておきたいという思いもあったのでしょう。その漫画は「ルンガ
沖夜戦」という田中頼三にとって最も輝かしい勝利を描いたものでした。
この戦いの源は、ガダルカナル島に飛行場を造ることで、濠洲を孤立させ、米軍を分断するという日本側の狙い
にありました。ところが秘密裏に進めていた飛行場計画が概ね完成しようかという時期に、アメリカ軍に発見され、
昭和 17 年 8 月 7 日に占領されたのです。ここに飛行場奪還をめぐる過酷な戦いが始まったのです。珊瑚海海戦、第
一次ソロモン海戦、第二次ソロモン海戦、サヴォ島海戦、第三次ソロモン海戦と、狭い海域の中で日夜激しい戦い
が繰り広げられました。田中頼三少将はこの戦いの真っ只中にいたのです。
米軍は離着陸可能な新たな飛行場を造り、スピードの遅い輸送船団に空から襲いかかりました。しかし島に残さ
れた兵士や、飛行場奪還のために、どうしても兵員や物資の供給が必要でした。そこでよりスピードの速い駆逐艦
を使った輸送が考えられたのです。ただ駆逐艦は、機動性を活かして魚雷を武器とする戦う船でした。そのため生
粋の駆逐艦乗りであった田中たちは通称「水雷屋」と呼ばれていたのですが、その戦う船を輸送船として使うのは
無理な話でした。輸送船に比べれば、確かにスピードは速いのですが、スペースがないので、予備の魚雷を降ろし
て兵員や物資を積むしかなかったのです。ちょこまかと動いて物や人を運ぶので、鼠輸送と呼ばれ、後にはドラム
缶に物資を詰めて海に流し、それを島にいる兵たちに引き揚げさせるというドラム缶を使った鼠輸送といったもの
まで実行されたのです。田中は駆逐艦を主力とした第二水雷戦隊の司令官として、この輸送作戦の責任を負うこと
になりました。
次回に続きます。

（大歳史談会、文責：黒田五郎）
（参考文献）半藤一利著「ルンガ沖
夜戦」PHP
訂正とお詫び
大歳の エトセトラ７５に記 載
の写真の説明文のなかで、大内
築山館 跡の説明文は「輝弘 石
碑」の説明文であり、輝弘石碑
の説明文は「大内築山館跡」説
明文でした。訂正方お願いいた

水木しげる著「白い旗」のなかに描かれている「田中頼三」について
の実話漫画の冒頭の画。講談社文庫発行の「白い旗」の中から転写。

しますとともに、誤りましたこ
とを紙 面をもってお詫びい た
します。

（大歳史談会、井手

