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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
～ 今更聞けない「常識のマナー」
新しい年を迎え自分を変えたいと考えている方、講座を受講
新社会人として「知っておきたいマナー 」～
内 容： １回目“美しい所作(立ち方、座り方、歩き方、挨拶など） ”
してステップアップした自分に出会ってみませんか？
対象者：○基本的なマナーや美しい所作を学びたい方

２回目“和室、洋室での基本のマナー ”
玄関先のマナー、席次、お土産の渡し方、

○新社会人になる方

風呂敷、懐紙、扇子の使い方など

○再就職を考えている方 など
日 時: １回目 ２月１３日（火）１９：００～２１：００

３回目“ 食事のマナー実践編～和食を品よくいただくには～”

２回目 ２月１０日（火）１９：００～２１：００

（煎茶と饅頭を実際にいただきます）

３回目 ２月１７日（火）１９：００～２１：００
場 所: 大歳地域交流センター

楽しい実践形式の

参加費: 無料（３回目は１００円）

講座です！

申し込み・問い合わせ： 大歳地域交流センター TEL９２２－４０３５

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２７年１月７日（水）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。

講師
キャリアコンサルタント
山本 詳子 氏
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大歳自治振興会こども部会よりお知らせ
「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

みんなでどんど焼きに行こう！（申し込み不要）

ど焼きの火にあたったり、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。

ぜんざいのお接待もあります

日 時：平成２７年１月１０日（土）１０：００～１２：００（※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：大歳自治振興会こども部会 （９２０－１７００）

平成２７年１月１１日（日） 山口市民会館
○ 記念式典 １４：００～

「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、

【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。

お気軽に健康相談を御利用ください。まずは一度

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。

日 時：平成２７年１月９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）

【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

新刊図書を購入しました！
大歳地域交流センターで
は図書の貸し出しを行っ
ておりますので、皆さん
是非ご利用ください。

お越しになりませんか？

児童向け書籍

大人向け書籍
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

ナオミとカナコ
動物園の王子
ゼツメツ少年
怪談
つちくれさん
店長がいっぱい
近所の犬
霊能動物館
神坐す山の物語
鳳雛の夢
八月の六日間

・ 日本の七十二候を楽しむ
－旧暦のある暮らし－
・ 福を招く
食と暮らしの七十二候
・ ４６１個の弁当は、父親と息子
の男の約束
・ アイネクライネハナトムジー
ク
・ どならない子育て
・ 伝え合うおいしいやまぐち
・ ヤモリ、カエル、シジミチョウ

・
・
・
・
・
・
・
・
・

クリスマスのおばけ
かいけつゾロリの大まじんをさがせ!!
コケッコーさんはこだくさん
なにからできるでしょーか？
ゆきがふる
サンタおじさんのいねむり
なぞなぞのたび
ぼくのニセモノをつくるには
りんごかもしれない
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バレーボールよりも大きくて軽く軟らかいボールを
使う、誰でも楽しめるスポーツです。ご近所さんとの親
保護者を対象に、絵本を無料で贈呈し、絵本を通して親子
睦を図り、日ごろの運動不足を解消するため、みんなで
の絆を強めることができる「ブックスタート体験会」を開
気持ちのいい汗を流しましょう。１チーム４人以上で編
催しています。ぜひご参加ください。
成します。※競技者４名（男女各２名）
１ 日時：平成２７年１月２３日（金）
また、今回からジュニアの部も実施いたします。ジュ
ニアの部は大歳小学校を通じて募集チラシを配布しま
１４時 ～ １６時
す。皆さん、奮ってご参加ください。
２ 場所：大歳地域交流センター ２階 和室
日 時：２月１日（日）開会式８：３０～
３ 対象：平成２６年４月１日から平成２６年６月３０日
場 所：維新百年記念公園
の間に生まれた乳児とその保護者
スポーツ文化センターレクチャールーム
※受付は随時行います。所要時間は１５分程度ですが、
主 催：大歳体育振興会
ボランティアさんと遊んだり、お友達づくりもできます。 主 管：大歳ソフトバレーボールクラブ
対象者にはハガキでご案内いたします。
大歳ジュニアスポーツクラブ
問い合わせ：大歳体育振興会事務局
４ 問い合わせ：山口市立中央図書館（TEL 901－1040）
（大歳地域交流センター内 TEL922－4035）
山口市では、絵本に関心を持ち始める時期の乳児とその

大歳走友会からのお知らせ

1 月のご案内
お待ちして
おります！

平成２７年１月１８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１０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、一般の部に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
いいたします。

☆１月の合同練習☆
１月の合同練習は１月３１日（土）午後６時から
７時まで行います。集合場所は維新公園テニスコ
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。
日時：平成２７年１月１７日(土)１３：３０～１５：３０
場所：大歳地域交流センター ２階 講堂
内容：☆正月遊び
・山口弁かるた
などして
・百人一首
楽しもう！
・トランプ
☆ぜんざい会もあるよ！
会費：１００円
問い合わせ：吉野（ＴＥＬ ９２２－５２８６）

【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２６年１２月２７日（土）～平成２６年１月４日（日）
7 日(水)
8 日(木)
9 日(金)
10 日(土)
11 日(日)
11 日(日)
16 日(金)

七草粥の会（10：30～13：00）
燃やせないごみの日
健康・介護予防相談 (受付 10：00～11：30）
大歳地区どんど焼き（大歳小グラウンド）
地区消防出初式祝賀会
山口市成人式 （山口市民会館）
パソコン相談（10:00～12:00）
受付 10:00～10:30 まで

16 日(金)
18 日(日)
19 日(月)
21 日(水)
26 日(月)
29 日(木)
30 日(金)

ぶっくん来館日（15：20～16：00）
第 10 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
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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文化８年の彗星 ２
大歳公民館だより「大歳あれこれ」の No.18 に、「文化８年の彗星」と題して、古曽坊の田中家に伝わる古
文書、『年中吉凶記録』の文化８年（1811）の項に、彗星（天文学では大彗星 《C/1811 F1》と呼ばれます）
が現れたとあることについて、世界的にみると彗星の出現は凶や吉の兆しと捉えているが、根拠がないことで
ある、などの記述があり、更に、この文章の末尾に、「夜空を眺めロマンにひたり、親子の会話が少しでも増
えればと願っています」とあります。この記事が掲載された後も科学の進歩はめざましいものがありますし、
新しい話題もありますので、親子の会話が大いに弾むように幾つかの小話題を追加したいと思います。

彗星の尾とその方向
文化８年（1811 年）10 月 15 日（太陽暦）の大彗星の観測結果
から計算された各惑星と大彗星の位置と軌道
(1) 彗星に対する基礎な事。彗星が太陽に近づいてくると彗星の本体（核）の周りを取り巻いているガス
や塵（コマといいます）が太陽からの放射熱によって表面が蒸発し始め、非常に薄い大気になって核の周りを
覆います。コマは、水や二酸化炭素、メタンなどが凍ったものに、小さな固体粒子（砂や石のようなもの）な
どが混ざってできていると考えられています。さらに太陽に接近すると、放出されるガスや塵も増えて、太陽
風（電子流と陽子流）によって、太陽と反対向きに、彗星から出たガスが真っ直ぐに伸びるガスの尾と、塵が
太陽の光に吹き飛ばされてゆるくカーブする塵の尾の２種類の尾ができます（海部宣男、吉岡一男著『太陽系
の科学』）。
(2) フランスのヴィヴィエの素人の天文家、オノーレ・フロージュルユ（Honoré Flaugergues）がこの彗
星を 1811 年 3 月 25 日に発見し、その後、運行を克明に記録しています。1811 年 10 月には、見かけの明るさ
が最高で約 0 等級にまで達したようです。コマの幅は 200 万 km になり、約 1500
万 km にまで伸びた尾が空を横切りました。彼の観察結果を基に最近計算された
惑星や彗星の軌道や位置が上の図です。3300 年程度の公転周期を持つようです
（Gary W. Kronk 著『 Cometography,Vol.2』）。地球から見ると、北斗七星の柄
杓の柄の部分に現れ、北西から東の方向に移動したようです。
(3) 文化８年（1811）の大彗星は、平成９年（1997）に見られたヘール・ホ
ップ彗星（左図）と規模やスタイルが同じと言われていますので、これを見ると、
当時を推測するのに参考になると思います。次回、当時の人がどのように見たの
かを述べます。 （大歳史談会、文責： 井手明雄）
文化８年の大彗星と規模と形
が同一のみなされる 1997 年
接近したヘール・ボップ彗星

