№４８ 平成２５年 ３月号
発行 大歳地域交流センター
2/25 楽しく子育てみんなの広場

おやこヨガ教室

人

数

13,181

世帯数

TEL 922-4035

FAX 922-4036

（行政窓口）

TEL 922-2461

6,010

平成 25 年２月１日現在

約６００kcal の献立です。一緒に作ってみませんか？
日

時：３月１６日（土）
１０：００～１２：３０
場 所：大歳地域交流センター
参加費：２００円
持参品：エプロン、三角巾
定 員：先着１８名（定員になり次第締切）
申し込み：大歳地域交流センター
（℡922-4035）
担 当：山口市食生活改善推進員（ﾍﾙｽﾒｲﾄ）

メニュー
・ 大根たっぷり棒餃子
・ クリームシチュー
・ ほうれん草のミモザサラダ

実戦形式の
たのしい講座です！

～ コミュニケーションに必要なセンスを鍛えよう ～
対象者

・自己のレベルアップを目指している方
講師
・新社会人になる方
キャリアコンサルタント
・再就職を考えている方
山本 詳子 氏
開催日 １回目 ３月１２日（火） ２回目 ３月１８日（月）
時 間 １９：００～２１：００ 場 所 大歳地域交流センター ２階講堂
内 容 １回目“ 円滑なコミュニケーションを進めるために ”
～ 感じの良い第一印象の作り方 ～
２回目“ 知っておきたい常識のマナー ”
◎ 慶弔マナー、席次マナーなど
参加費 無料
申し込み・問い合わせ 大歳地域交流センター TEL９２２－４０３５

～うれしい春の訪れ
小さなブーケを作ります

～

日 時：３月１８日（月）９：３０～１２：００
場 所：大歳地域交流センター ２階 講堂
内 容：ミニバラとかすみ草のブーケを作ります
参加費：４００円（材料代として）
持参物：工作用はさみ、お手拭き
定 員：２０名（定員になり次第締切）
申し込み・問い合わせ：大歳地域交流センター
（℡922-4035）

平成２５年３月

大歳交流センターだより
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皆さん一緒に“大歳をもっと住みよいまち”に変えていきましょう！

～参加者募集中！みんなで気軽に座談会～
大歳自治振興会では、大歳地区をもっと住みよいまちにするため、皆さんからいろんなご意見を伺いた
いと思っています。たとえば…「現在、あなたが困っていること」、「あなたが考える大歳を元気にする
方法」など、何でもありです。あなたの参加をお待ちしています。
※この座談会でのご意見は、大歳地区地域づくり計画（計画期間：平成 26～30 年度）策定の基礎資料と
なります。
開催日時

第１回 ５月１５日（水）１９：００～
第２回 ５月２２日（水）１９：００～
場
所 大歳地域交流センター
申し込み・問い合わせ 大歳自治振興会事務局（大歳地域交流センター内）
TEL ９２２－４０３５＜申込締切４月２６日（金）＞
※どなたでもご参加いただけます。身近な話題から皆さんの地域づくりへのご意見をお聞かせください。

大歳地域交流センター図書室移転に伴いまして、３月中旬から下旬にかけて図書室の
利用ができません。詳細につきましては、決まり次第センター内に掲示等でお知らせします。
利用者の方々にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。
なお、本の返却につきましては交流センター事務室にて受付いたします。返却期限までに
ご返却ください。

矢原第二福寿会の将棋同好会と交流
去る１月１２日（土）交流センター和室において、老・少交流大会を行
いました。福寿会から６名（男性３名、女性３名）が参加、迎え討つ“ こ
ども将棋 ”は１１名が参加。対戦成績は福寿会側が７勝４敗と貫録勝ち。
中には１時間を超す熱戦にあわてて対局時計を持ち出したが、扱いなれな
いお年寄りに、子供が「時計を押して」と教えるほほえましい場面も。
終了後は、仲よく“ ぜんざい ”を頂いてお開きにしました。（長岡）

春です！ひなまつり会を開催します。
親子でひなまつりを楽しみましょう！
日

時：３月１３日（水）１０時～１２時
（受付９時３０分から）
場 所：大歳地域交流センター ２階 和室
対 象：乳幼児とその保護者 ２５組
内 容：山口学芸大学の学生さんによるおたのしみ
読み聞かせ、茶話会
申し込み：大歳地域交流センター ＴＥＬ９２２－４０３５

平成 2５年３月

大歳交流センターだより

山口市では、絵本に関心を持ち始める時期の
乳児とその保護者を対象に、絵本を無料で贈呈
し、絵本を通して親子の絆を強めることができ
る「ブックスタート体験会」を開催しています。
ぜひご参加ください。
１

日時

取水期に備え、椹野川・吉敷川内にある可動堰を倒し作動状況を
点検します。点検前後は増水等による事故防止のため、河川内に
立ち入らないで下さい。

平成 25 年 3 月 15 日（金）
■河川内立入禁止日

10 時～12 時、14 時～16 時
2階

２

場所

大歳地域交流センター

３

対象

平成 24 年 7 月 1 日から平成 24 年 9 月 30 日

※受付は随時行います。所要時間は１５分程度です。
対象者にはハガキでご案内いたします。
問い合わせ

平成 25 年３月１４日（木）
※予備日３月１５日（金）

和室

の間に生まれた乳児とその保護者

４
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山口市立中央図書館（℡901-1040）

堰（所在地）・点検（転倒）開始時間
吉敷川：千代丸堰（朝田）12 時、湯田堰（矢原）12 時 30 分
椹野川：福良堰（下矢原）12 時、矢原堰（三和町）12 時 30 分
高井堰（上平井）13 時
■問い合わせ

防府土木建築事務所

山口支所

維持管理第二課管理班（電話 922-2797）

交流センター一斉清掃、定期利用団体代表者会議のお知らせ
２４年度３回目の大歳地域交流センター利用団体による一斉清掃を行います。関連団体の方は必ず２名以上ご
参加ください。また、清掃終了後に 25 年度の定期利用団体代表者会議を行いますので、必ずご出席ください。
交流センター 一斉清掃
３月３日（日）８：３０～
代表者会議 清掃終了後（予定１０：００～）場所 大歳地域交流センター ２階講堂

「体重や体脂肪を減らしたい」「運動の方法を教
えて欲しい」「食生活を見直したい」など、健康づく
りに関するお悩みや疑問・相談などある方は、お
気軽に健康相談を御利用ください。まずは１度お
越しになりませんか。
日 時：３月８日（金）１０：００～１１：３０
場 所：大歳地域交流センター １階 講座室
内 容：保健師による健康相談・血圧測定
・体脂肪測定・尿検査
料 金：無料
問い合わせ：山口市保健センター
（☎９２１－２６６６）

日 時 ３月１６日（土）１３：３０～１５：３０
内 容 ☆健康教室
・血圧測定 ・体力測定
・転倒予防の講義
・楽しい体操
場 所 大歳地域交流センター ２階講堂
参加費 １００円
お待ちしてます！

※事前の申し込みは不要です。
どなたでもお気軽にご参加ください。

【大歳地区３月の行事予定】
火曜日 パソコン相談日（中級）【10:00～15:00】
金曜日 パソコン相談日（初級）【9：00～12：00】
※第 2 金曜日（８日）は 13 時から 16 時
1 日(金) みんなの広場（10：00～12：00）３回目
3 日(日) 定期利用団体一斉清掃 （8：30～）
代表者会議 （清掃作業終了後～）
4 日(月) 燃やせないごみの日
8 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
8 日(金) 健康相談（受付 10：00～11：30）
13 日(水) 子育て応援講座 “おひなまつり会”

14 日(木)
16 日(土)
18 日(月)
18 日(月)
20 日(水)
22 日(金)
22 日(金)
27 日(水)
27 日(水)

金属・小型家電製品の日
大人の居場所（13：30～15：30）
ペーパーフラワー作り（9：30～12：00）
古紙ペットボトル分別収集（東）
びん・缶の日
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
子育て支援 “太陽クラブ”（10：00～13：00）
古紙ペットボトル分別収集（西）
子育て広場 “風和里”（10：00～15：00）
※木曜日はプラ容器包装分別収集
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大歳交流センターだより

Ｎｏ４８

大歳駅 100 周年（３）

山口線開通の祝賀行事
大正 2 年(1913)の山口線開通は、山陽本線が全通して県下瀬戸内海側の町々がその恩恵を受けて
から 13 年目、玩具のような軽便鉄道でさえ肩幅の広くなったように感じていた山口周辺の人々には、
その喜びは一入だったようです。従って、2 月 20 日の開通に関わる祝賀行事は盛大に行われました。
先ず、開業前日の 2 月 19 日には試乗列車が運行されました。来賓 1,200 名に、案内状、乗車券、
記念品などが発送されています。試乗列車は、一等車 2 両、二等車 2 両、三等車 12 両の 16 両編成
で、乗車定員 650 人でした。当日は、４往復して、山口駅の乗降客数は 2,740 人と報じられていま
す。
20 日から営業開始で、一般旅客、貨物の取り扱いが始まり、山口駅前は朝から開通歓迎式を見よ
うと集まる人、開通初日の汽車に乗ってみようとする人、来賓などであふれ、迷い子まで出て警官
や憲兵が整理に当たっていました。午前 11 時半からは開通歓迎式が貨物ホームで行われ、式の終了
後は紅白の祝餅や蜜柑等が撒かれて賑わいました。また、中市・米屋町の商店街は造花の枝に紅提
灯を吊して記念大売り出しを行っています。
さて、大歳駅はと申しますと、駅舎に大きな祝賀の額を掲げ、駅前には櫓を組み、列車の発着の
たびに餅や蜜柑等が撒かれました（これらは、糯米が駅から 1 俵、田中善八村長から 1 俵の他、各
部落より寄付されたもの）。また、駅前の掛小屋では有志による浄瑠璃会（義太夫節）が催されて
います。当時、駅舎は田圃の中に盛土して建てられていて道路はありませんでしたが、細い畔道を
伝って集まった人々は 1,000 人に達し、当日の大歳駅の乗客 241 人、降客 750 人と報ぜられていま
す。大歳小学校の全校生徒もこの日の午後に見学に出向いています。また、駅からの道路について
は、大歳村が新設を進め岩富の
県道までの 317 ㍍を和田の田
中新吉さんが請負って、3 月に
完成させました。
「交流列車

おおとし」（大

歳駅）では、開所１周年を記念
して 3 月 31 日～4 月 7 日の間
「大歳歴史展

大歳駅と共に

100 年」を開催しますのでご来
場ください。（大歳史談会）

大正 2 年 2 月 20 日発行、山口線開通を報じる防長新聞、大歳停車場がある

