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落ち着く秋の維新公園で、心にもゆとりを
今年の夏は、猛暑の後に、梅雨末期のような大雨が続き、各地で豪雨災害が発生するなど、極端な天候に悩まされまし
た。一方で、コロナ禍で開催された東京オリンピック・パラリンピックは、無観客となり、盛り上がりも今ひとつだった
ものの、日本代表選手がメダルを獲得した熱戦に、手に汗握る感動や勇気をもらえたのではないでしょうか。特に、山口
県ゆかりの選手の活躍には、これまでの血のにじむような努力の結晶として、心から拍手を送りたいものです。
こうしたイベントは一過性で終わりますが、私たちの日常は、仕事、家事、子育て、介護など様々な人間関係の中で悩
みや苦労とともに過ごしていかなければなりません。特に、コロナ禍において、日常の行動が制約され、ストレスや閉塞
感を感じる中で、無意識のうちに、他者の行動に過度の不満を抱き、自己中心的、ハラスメント的な言動をしてしまう風
潮が見られるのではないでしょうか。周りにも自分にも完璧を求めず、心にゆとりを持ち、思いやりや寛容な態度が大切
ではないかと感じる今日この頃です。
維新公園は、これから快適な秋を迎えますので、たまには自然の落ち着いた雰囲気の中で穏やかな時を過ごし、心のゆ
とりを取り戻してはいかがでしょうか。また、体育会系の方には、スポーツで汗を流し、心身のリフレッシュをお勧め
します。依然として収束の見通せないコロナ禍ですので、三密の回避やマスクの着用など、感染防止対策を徹底しながら、
思い思いのひとときを過ごしてもらえたらと思います。お待ちしています。
一般財団法人山口県施設管理財団 理事長 守田正史

主な大会・イベント情報
【R３．10～12】

凡例

ア：アリーナ
武：武道館
み：維新みらスタ
ち：ちょるる広場

レ：レクチャー
テ：テニス場
弓：弓道場
野：野外音楽堂
補：補助陸上競技場 球：球技場
ラ：ラグビー・サッカー場

新型コロナウイルスの影響で大会・イベントの中止・延期の可能性があります。また、感染防止対策として観
覧者の入場を制限している大会等が多くなっています。詳細は各大会主催者にお問い合わせください。

陸上競技
10/ 9㈯・10㈰
10/15㈮～17㈰
10/23㈯・24㈰

山口県中学校秋季体育大会（陸上競技の部）
第18回田島直人記念陸上競技大会 兼
小学生中学生高校生強化陸上競技大会
山口県体育大会陸上競技大会（高等学校の部）

（み）
（み）
（み）

サッカー・ラグビー
10/10㈰
11/14㈰
11/28㈰
12/11㈯・12㈰

山口県体育大会（ラグビーフットボール）
（ラ）
第100回全国高校サッカー選手権大会県大会決勝
（み）
第17回全国小学生タグラグビー選手権山口県予選
（ラ）
高円宮杯JFA第33回全日本U-15サッカー選手権大会 （み･ラ･補）

テニス
11/ 3㈬
中国地区中学生ソフトテニスインドア大会県予選
11/13㈯・14㈰・20㈯・21㈰・23㈫ 赤川杯・山口県テニス選手権大会
12/11㈯・18㈯・19㈰ 山口県ウインタージュニア選手権大会

（テ）
（テ）
（テ）

バスケットボール・バレーボール・バドミントン
10/23㈯・24㈰
10/30㈯・31㈰
11/ 6㈯～ 8㈪
12/ 4㈯・ 5㈰
12/11㈯・12㈰
12/18㈯・19㈰

Vリーグ山口大会（ＪＴ広島vsサントリー）
（ア）
第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会県予選
（ア）
山口県体育大会（高校の部）バドミントン競技
（ア・レ）
第72回中国五大学学生競技大会（バスケットボール）
（ア）
第34回TYS杯高校バスケットボール選手権大会
（ア・レ）
B3リーグ山口ペイトリオッツvs長崎ヴェルカ⇒P3で紹介 （ア）

体操
11/28㈰

第32回山口県ジュニア体操競技大会

（ア）

第40回全国高等学校弓道選抜大会県予選
山口県体育大会空手道競技
中国地区ベテランズ柔道大会

（弓）
（ア）
（武）

武道
11/ 6㈯・7㈰
11/23㈫
11/28㈰

維新公園四方山話（第二十九話） 県の長寿命化対策により、
さらに快適な公園に進化！

皆さん、維新みらいふスタジアム外周のジョギングコースの
ゴムチップ舗装が全面改修され、きれいになったのはご存知と
思います。維新公園は、様々な規模、構造、素材からなる施設
で構成されており、そのほとんどが30年を経過する中で、こ
れらの機能を保全し、継続的に安全性を確保するためには、効
率的・計画的に維持管理を行っていくことが必要です。
このため、設置者である山口県では、「公園施設長寿命化計
画」を策定し、厳しい財政状況の中、老朽化の進行が顕著な施
設を中心に、利用者の皆さんからの要望も踏まえながら、大規
模な施設改修や設備更新が計画されています。
近年の主な事業を下表に示していますが、熱中症対策として
の休憩施設のリニューアルや弓道場更衣室の空調機器の新設、コロナ対策としての自動水栓化などの安全対策
をはじめ、老朽化が著しい野外音楽堂の音響・照明設備の更新も進められています。このほかにも、トイレ等
建物の屋根の防水工事、園路の照明灯など、目に付きにくい改修も少なくありません。
また、維新大晃アリーナの利用者から要望の多い、トイレ・シャワーの更新や武道館の冷房を含む空調設備
の更新については、大規模改修になり、多額の事業費の確保が前提になりますが、具体的な検討が始まってい
ますので、近い将来には実現することを心待ちにしています。
公園施設・設備の維持管
《近年の主な県事業》
理を担う当財団としては、
施設等
改修・更新内容
施工状況
このような県民の財産を少
ジョギングコース ゴムチップ舗装の全面改修
しでも長持ちさせるよう、
野外音楽堂前広場 屋根付きの休憩施設にリニューアル
Ｒ２・３完了
適切な管理に努めるととも
園内トイレ
自動水栓化・照明のタッチレス化（コロナ対策）
に、有効に活用されるよう、
武道館
フロアの半面改修
Ｒ３完了
利用促進にも取り組んでま
野外音楽堂
音響設備の更新・調光設備のLED化
いりますので、どうか、利
Ｒ３施工中
弓道場
防矢ネット、更衣室に空調機器を新設
用者の皆さんも御理解と御
補助陸上競技場
１・２レーンの舗装改修等
Ｒ３予定
協力をお願いいたします。

企画事業（参加者募集）

財団の企画事業を次のとおり開催します。
新型コロナウイルス対策をしたうえで実施します。

※開催調整中で、日時等は予定です。新型コロナウイルスの感染状況によっては延期・中止の可能性もあり
ますので参加の際はホームページ等財団広報を必ずご確認ください。
【Ｒ３．10～12】

◆ ビッグシェル演奏会（野外音楽堂）
山口ブラスソサエティ演奏会
スターダストクラブコンサート
・日時 10月17日（日）
・日時 11月7日（日）
◆ 川の生き物に親しむ会 in 維新公園
・日時 10月31日（日）13：30～16：00 参加費 一組￥500
◆ 秋のツリーウォッチング 先着30名 参加費￥500
・日時 11月３日（水･祝）9：00～11：30
◆ 春を迎える花壇植栽ボランティア
・日時 11月12日（金）ボランティア登録の方に別途ご案内します
◆ エンジョイ・ウォーキング教室
・日時 11月20日（土）9：30～11：30 参加費 ￥500
◆ ガーデニング教室
・日時 12月４日（土）9：30～11：30 参加費 ￥3,000
※事業のお問合先：TEL083-922-3712（維新公園サービス課）

山口ブラスソサエティ演奏会

秋のツリーウォッチング

みどころ紹介

山口ペイトリオッツ Ｂ３リーグ参戦！

維新公園ファンクラブの皆さん、こんにちは。
2020年に発足したプロバスケットボールクラブ「山口ペイトリオッ
ツ」が、いよいよB3リーグに参戦します。10月２日に2021-22シー
ズンの開幕を迎えます。
アメリカ出身のジョン・サンテイトンヘッドコーチが率いる山口
ペイトリオッツは、13名の選手が所属。山口県出身の宗野克洋選手
（#3）の他、B3リーグの岩手ビッグブルズから移籍してきた山田
安斗夢選手（#0）、ベルテックス静岡から移籍してきた山下颯選手
（#1）らの活躍が期待されます。
2021-22シーズンは、山口ペイトリオッツの他、しながわシティバ
スケットボールクラブ、長崎ヴェルカ、アルティーリ千葉が新たにB3
リーグに加わることになりました。山口ペイトリオッツを含め、北は岩

チームロゴ

手、南は鹿児島まで15チームが10月から来年の５月上旬まで各チーム56試合を戦います。
バスケットボールは、試合時間は40分間で、10分のクォーターを４回行います。第１クォーターと第２
クォーターを前半、第３クォーターと第４クォーターを後半といいます。第４クォーターが終わったとき両ク
ラブの得点が同じだった場合は、１回５分の延長時限を必要な回数だけ行い同点で終了することはありません。
外国籍選手は、一度に２名までコート上に出場できます。
維新大晃アリーナでは、2021年12月18日土曜（18時開始）・19日日曜（14時開始）に長崎ヴェルカ
と対戦します。長崎ヴェルカは、ペイトリオッツと同様今シーズンよりB3リーグに参戦。昨シーズンB1の宇
都宮ブレックスで活躍したジェフ・ギブス選手が所属しています。
試合のチケットや詳細については、山口ペイトリオッツ公式サイト（https://patriots.co.jp/）をご覧くだ
さい。
山口ペイトリオッツのファーストシーズン、チームスローガン「STAND TOGETHER -団結-」のとおり、
チーム一丸となって熱い試合ができるよう頑張りますので、ぜひ会場に足を運んでいただき、共に戦ってくだ
さい!応援よろしくお願いします!
山口ペイトリオッツ
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オリンピック中断が明け、リーグ再開しました。
中断の間「チームのやってきたこと、やろうとし
ていることをブラッシュアップし、質と強度を求
めて後半戦を戦う準備をしてきた」というレノ
ファですが、なかなか調子が上がってきません。
試合内容は良くなっていますが、チャンスを生か
しきれない状況で「結果に結びつかなければ、プ
ロなので評価もされないし、自信を持って次の
ゲームに臨めない。何とかそこに結果を乗っけて
いきたい」と渡邉監督はコメントされています。
上位進出を目指し、勝利を期待しましょう！
※

渡邉監督コメント

レノファ山口ＨＰより

デルタ株による全国的な感染拡大により、維新公園でも施設予約を停止して
いました。ご不便をおかけしましたが、ご理解いただければと思います。
公園は秋を迎えています。最近は遠出しにくいご時世なので、家族連れ等近
隣からの来園者が増えていて、特に週末は人が多いと感じます。いろいろ不自
由なことばかりですが、秋の公園で自然に親しんでみてはいかがですか？（Ｋ）

