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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は、大歳地域交流センター主催講座をはじめ、各種事業や行事等に
ご協力を賜り、誠にありがとうございました。お陰様で、充実した事業活動を
収めることができました。
本年も、昨年より増して、より親しまれ、愛される地域交流センターを
目指し、職員一同心をひとつにしてさらに努力して参ります。
これまでと同様に皆様方のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
大歳地域交流センター 職員一同
大歳地区子ども会育成連絡協議会よりお知らせ
「どんど焼き」とは、小正月（こしょうがつ＝1 月 15 日）の行事
で、輪飾り・かきぞめなどを燃やすお正月の火祭り行事です。どん

三世代でどんど焼きに行こう！（申し込み不要）
ぜんざいのお接待もあります

ど焼きの火に当たったり、焼いた団子を食べれば、その１年健康で
いられるとの言い伝えもあります。

日 時 平成２６年１月１１日（土）１０：００～１１：００（※雨天中止）
場 所 大歳小学校グラウンド
今年も大歳小学校グラウンドで開催いたします。輪飾り・かきぞめなどを
持参してください。お餅などを持参されても結構です。
※ 輪飾りの金具等は燃えませんので、必ず外して持参してください。
問い合わせ：岡屋 （090-7891-0900）

お正月料理で疲れた胃に七草粥はいかがですか？
少しだけ七草のお勉強をして、みなさんで七草を探しに行きましょう！
採ってきた七草を使っておかゆを作ります。
七草を食べてこの１年を元気に乗り切ろう！
日 時 平成２６年１月７日（火）１０：３０～１３：００
場 所 大歳地域交流センター １階 講座室
問い合わせ 大歳地域交流センター ℡９２２－４０３５
※ 事前の申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。
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平成２６年１月１２日（日） 山口市民会館
○ 記念式典 １４：００～
【送迎バス】※要申し込み
往路 大歳地域交流センター １３：００発
復路 山口市民会館
１５：４０発
問い合わせ 市社会教育課 ℡９３４－２８６５

【記念写真撮影時刻・場所】
大歳地区 １４：４０ 展示ホール
※写真撮影集合時間に遅れないようにお願いします。
なお、写真は交流センター後援会より新成人の
皆さんへのお祝いとして、無料で差し上げます。

1 月のご案内
お待ちして
おります！

大人から子どもまでたくさんの方が集い、楽し
く交流する場として毎月第３土曜日に開催してい
ます。
皆さんお誘いあわせの上ご参加ください。お友
達もできますので、お一人で参加されるのが心配
な方も是非ご参加ください。

「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。まずは一度お
越しになりませんか？

日 時：平成２６年１月１８日（土）
１３：３０～１５：３０
場 所：大歳地域交流センター ２階 講堂
内 容：☆新年を祝って銭太鼓をしよう！
☆正月遊び・食育かるた
・山口弁かるた などして
楽しもう！
・百人一首
☆ぜんざい会もあるよ！
会 費：１００円
問い合わせ：吉野（ＴＥＬ ９２２－５２８６）

日 時：平成２６年１月１０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）

市公共交通委員会では 7 月の豪雨災害において、甚大な被害を受けた JR 山口線への「思い(希望)」
が伝わるヘッドマークデザインを募集しています。
■テーマ 山口線の完全復旧への思い（希望）または山口線への思い（希望）が伝わるもの
■応募資格 小学生以上でプロアマ、市内外問いません
■応募方法
・任意の応募用紙に、住所・氏名・年齢・電話番号・デザインの趣旨をご記入の上ご応募ください
・手書きまたはデジタルデータ
・電子メールでの応募は受け付けておりません。郵送または持参でご応募ください。 ■応募先・問合せ先
・１人２点まで応募できます。

〒753-8650 山口市亀山町２番１号

■応募締切 平成２６年２月５日（水）必着

山口市公共交通委員会 ﾍｯﾄﾞﾏｰｸﾃﾞｻﾞｲﾝ募集係

※詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

電話：083-934-2729

（http://www.city.yamaguchi.lg.jp/【くらしの情報－交通－公共交通】）
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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

鴻南中学校区地域協育ネットは、鴻南中学校区（吉敷地

の絆を強めることができる「ブックスタート体験会」を開

区、大歳地区）の子どもたちの幼児期から中学校卒業程度

催しています。ぜひご参加ください。

までの育ちや学びを地域ぐるみで共有し、鴻南中学校区全

１ 日時 平成２６年１月３１日（金）

体で連携・協働して子どもを育むことを目的として、

１０時 ～ １２時、１４時 ～ １６時
２ 場所 大歳地域交流センター ２階 和室
３ 対象 平成２５年４月２日から平成２５年６月３０日
の間に生まれた乳児とその保護者
※受付は随時行います。所要時間は１５分程度ですが、

今年度設立しました。
地域協育ネットの重点事業として、子どもたちの登下校
時に合わせた「あいさつ運動」を実施することとしました。
３つの学校（鴻南中、大歳小、良城小）の下校時刻をお知
らせする『あいさつ＆見守りカレンダー』を作成し、全戸

ボランティアさんと遊んだり、お友達づくりもできます。

配布する取り組みを新たに始めます。皆様のご都合のよい

対象者にはハガキでご案内いたします。

時間でかまいませんので、見守りを兼ねたあいさつ運動へ

４ 問い合わせ 山口市立中央図書館（TEL 901－1040）

のご協力をよろしくお願いいたします。
■問合わせ先 大歳地域交流センター（TEL 922-4035）

大歳走友会からのお知らせ

平成２６年１月１９日（日）
山口きらら博記念公園多目的ドーム内９時３０分スター
ト
「第９回山口市駅伝競走大会」に大歳走友会は、体協の部１
チーム、一般２部に２チーム出場予定です。今年も選手一同
頑張りたいと思いますので、皆さんの温かいご声援をお願い

「おおとし わんわんパトロール隊」の活動は大変好
評で、平成２３年度から募集し、現在、隊員は８０名
で毎日普段どおりの散歩（パトロール）をして頂いて
おります。
「１０１匹わんちゃん」を目指して募集を

いたします。

しておりますので、犬を飼育されている方で

☆１月の合同練習☆
１月の合同練習は１月２５日（土）午後６時から

希望される方は大歳自治振興会事務局までお問い合わ

７時まで行います。集合場所は維新公園テニスコ

せ下さい。

ート入口周辺です。お気軽にご参加ください。
お問い合わせ 中野（℡ 090－4893-2038）

大歳自治振興会事務局（TEL ９２０－１７００）

【大歳地区１月の行事予定】
大歳地域交流センター閉館日
※平成２５年１２月２８日（土）～平成２６年１月５日（日）
火曜日パソコン相談日（中級）【10 時～12 時】
金曜日パソコン相談日（初級）【9 時～12 時】
7 日(火) 七草粥の会（10：30～13：00）
9 日(木) 燃やせないごみの日
10 日(金) 健康・介護予防相談 （受付 10：00～11：30）
1１日(土) 大歳地区どんど焼き（大歳小グラウンド）
12 日(日) 地区消防出初式祝賀会
12 日(日) 山口市成人式 （山口市民会館）
1７日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）

19 日(日)
20 日(月)
22 日(水)
22 日(水)
24 日(金)
27 日(月)
29 日(水)
31 日(金)

第 9 回山口市駅伝競走大会（きらら博記念公園）
金属・小型家電製品の日
びん・缶の日
子育て広場 “風和里”（10：00～15：00）
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（大歳①）
古紙・ペットボトル分別収集（大歳②）
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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昔の出初式
新年あけましておめでとうございます。
今年 1 年、年寄りの昔話にお付き合いください。
昔の元日の行事は、何と言っても新しい年の幸運を祈念する初詣であり、除夜の鐘の終わるのを待って一番
参りをするのを競ったものでした。戦後は、釣り鐘が軍事用に供出されてなくなっていたので、鐘の音のない
年越しになり氏神様への初詣は低調になったようです。それに引き替え山口の大神宮や防府の天神様、又、津
和野の太鼓谷のお稲荷様への初詣が多くなってきたようです。若者の間では、高い山に登りご来光を迎え初日
の出に新年の幸運を祈念するため、東鳳翩山や鴻の峰への登山などとレクリエーションの意味合いが強くなっ
てきています。
正月の行事で大きな催しと言われるものに、消防の華である「消防組の出初式」がありました。大歳･平川両
村の消防が合同で行うもので、両村の消防組員全員が石津川原（現在の矢原河川公園）に集まり、手押し消防
ポンプによる「鈴割り」が行われていました。鉄砲の合図で水際までポンプを持って行き、ホースをつなぎ、
一番初めに放水を始めた組と､高く設置された鈴玉（２つの竹篭を紙で貼り合わせたもの）を放水によって割っ
た組にそれぞれ賞金が出たようです。当時は大歳小学校には、高等科１，２年（現在の中学１、２年に相当）
の男子によって結成された「少年消防隊」があり、この出初め式に一緒に参加していました。大人の消防組は
早々と鈴玉を割って放水を終了していたのに、少年消防団のみがまだ放水を続けていて、大人の消防団員が駆
けつけて来て応援したので、両村の観衆は大きな歓声を挙げて喜んでいました。
この消防組について少し説明を加えますと、明治 27 年、消防組織を全国的に統一するため、「消防組規則」
が定められ、公設消防組の設置が進められ、大歳村には大正 8 年に「大歳村消防組」が結成されました。昭和
10 年頃になると、防火協力組織として消防後援会や少年消防隊なども設置され、昭和 12 年、大歳小学校高等
科生による消防隊が結成されました。
（大歳史談会、文責: 藤井晃）

大歳小学校高等科生により構成された少年消防隊。中央に見えるのが消火用手
押しの消防ポンプ。

