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1/11 山口市成人式
人

数

13,312
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TEL 922-4035

FAX 922-4036

（行政窓口）

TEL 922-2461

6,108

平成 27 年 1 月 1 日現在

「知らないで失敗しちゃった！」なんてことがないように！
講座は楽しい実戦形式で行います。その場にふさわしい身のこなしや話し方のコツなどを身に付けて外見と内面の双
方からあなたの第一印象や好感度をグ～ンとアップさせましょう！！
対象者：○基本的なマナーや美しい所作を学びたい方
○新成人・新社会人になる方

身だしなみ、お辞儀や会話のしかた、
お茶の出し方…あなたは自信がありますか？

○スキルアップを考えている方 など
日

時:

１回目

２月

３日（火）１９：００～２１：００

“美しい所作(立ち方、座り方、歩き方、挨拶など） ”
２回目

２月１０日（火）１９：００～２１：００
“和室、洋室での基本のマナー ”

挨拶の仕方ひとつで
第一印象が決まって
しまいます。

（玄関先のマナー、席次、お土産の渡し方、風呂敷、懐紙、扇子の使い方など）
３回目

２月１７日（火）１９：００～２１：００
“ 食事のマナー実践編～和食を品よくいただくには～”
（煎茶と饅頭のいただき方）

場

所:

参加費:

大歳地域交流センター
無料（３回目は材料代の一部として１００円）

講師
キャリアコンサルタント
山本 詳子 氏

申し込み・問い合わせ： 大歳地域交流センター（TEL９２２－４０３５）
※１回だけの受講もＯＫです。お友達やご家族を誘ってぜひご参加ください！！

大歳小学校ＰＴＡ及び大歳自治振興会の共催事業で、詩の朗読会及び講演会を開催します。
６年生全員を対象に、福島県の高校教師で詩人の和合亮一氏を講師としてお招きし、東日本大震災発生
時の体験談、震災後から現在に至るまでの東北・福島の現状、及び、震災を経験しての友達や命の大切さ
など、詩の朗読を交え、子どもたちと対話形式で学びます。
地域との共催事業となっていますので、参観を希望される方は、大歳自治振興会まで事前にお申し込み
ください。
（略 歴）
詩集「AFTER」(1998)で第４回中原中也賞受賞。
震災以降、地震・津波・原子力発電所事故の三重苦に見舞われた
場 所：大歳小学校２階音楽室
福島から、Twitter にて「詩の礫」と題した連作を発表し続ける。
遠藤ミチロウ、大友良英らとともに、NPO 法人「プロジェクト
FUKUSHIMA!」を立ち上げ、福島を盛り上げる活動を展開中。
講 師：和合 亮一（わごう りょういち）
山口市内でも、平川小学校、湯田小学校、小鯖小学校において講
演会を開催。
1968 年福島市生まれ。国語教師。
詩集「ＲＡＩＮＢＯＷ」、「誕生」、「地球頭脳詩篇」、｢入道
雲 入道雲 入道雲｣、「黄金少年」。詩人・谷川俊太郎さんとの
申し込み：大歳自治振興会（TEL９２０-１７００） 共著「にほんごの話」。

日

時：平成２７年２月６日（金）１４時～

平成２７年２月

大歳交流センターだより

冬野菜を使ってバランスの取れた一食を
みんなで一緒に作りましょう！！
メニューは当日のお楽しみです！
日

時：２月１８日（水）１０：００～１３：００

場

所：大歳地域交流センター

参加費：２００円

１月１１日(日)山口市成人式が市民会館にて開催
されました。新成人たちは、懐かしい友人たちとの
再会に笑顔を浮かべながら、決意も新たに大人への
一歩を踏み出しました。
大歳地区の集合写真は大歳地域
交流センター後援会からのお祝い
として無料でお渡しいたします。
受取期間：２月２日～２月２７日まで

持参品：エプロン
定

員：先着１８名（定員になり次第締切）

Ｎｏ７１

（平日の８時３０分～１７時１５分まで）
場

所：

大歳地域交流センター地域担当事務室

申し込み：大歳地域交流センター（ TEL 922-4035）

問い合わせ：大歳地域交流センター（TEL 922-4035）

担

※ご家族など代理の方でも受け取りができます。

当：山口市食生活改善推進員（ﾍﾙｽﾒｲﾄ）

１月１１日（日）に山口南総合センターで山口市消防出初式
が開催され、鴻南方面隊大歳分団も出初式に参加しました。
永年の消防活動の功績に対する被表彰者は、次のとおりで
す。（敬称略）
山口県消防協会長表彰 山口市長表彰
◎感謝状（退職消防団員）
◎功労章
・伊藤 昭雄
・坂本 真一
・矢野 政紀
・瀬戸 康二郎
◎功績章
山口市消防団長表彰
・豊嶋 正典
◎功績章
◎勤続章（勤続 20 年）
・渡邉 祐次郎
・國重 和也
・井上 和俊
◎勤続章（勤続 10 年）
・野村 雄太郎
・廣沢 礼子
・古西 剛士
・藤川 京子
・吉武 孝祥
・太尾田 剛
・丸山 正和
・川上 鉄雄山
・川上

皆様のご参加をお待ちしております。
時：平成２７年２月２８日（土）
１３：００～１５：００
場

所：大歳地域交流センター和室

持参物：目打ち、カッター、布はさみ
定

時：２月２１日（土）１３：３０～１５：３０

内

容：☆楽しい工作
カラフルな不織布を
使ってバラの花束を
作ります！
☆茶話会（お菓子とはぶ草茶で!!）

持参物：お手拭、ボンド、工作ばさみ
場

所：大歳地域交流センター

参加費：２００円

２階講堂

※事前の申し込みは不要です。

問い合わせ：秋本（TEL 925-4048）
★どなたでもお気軽にご参加ください★

鉄雄山

古布で御殿まりを作ってみませんか？

日

日

員：１０名

申し込み：大歳地域交流センター（TEL 922-4035）
※ご希望の方は２月２０日までにお申込み下さい。

“楽しく・元気に・素敵に”をモットーに健康の
ためにみんなで楽しく踊りの練習をしています。
（※女性限定）
音楽に合わせて一緒にルンバやジルバを踊ってみ
ませんか？
日

時：平成２７年３月７日（土）
１０：３０～１２：００

場

所：大歳地域交流センター

２階講堂

問い合わせ：TEL９３２－５３６９（中垣）

平成 2７年２月

大歳交流センターだより

Ｎｏ７１

ペーパーフラワーづくり

1 月 1８日(日)きらら博記念公園で開催された、第１０
回山口市駅伝競走大会の結果を報告します！
体協の部
大
歳
７位（参加１２チーム）

おひとり住まいの高齢者の方へお配りするふれあ

一般２部

大歳走友会α

４６位（参加８１チーム）

い弁当（大歳地区社会福祉協議会事業）に添えるペ

男女混合

大歳走友会β

２１位（参加３７チーム）

ーパーフラワーを作ります。お手伝いいただける方
は、下記の日程に交流センターにお越しください。

記
日

時：２月

４日（水）

１３時～１５時

２月１８日（水）

１３時～１５時

２月２５日（水）

１３時～１５時

疾走された選手の皆さん大変お疲れさまでした。

場

２月の合同練習は２８日（土）午後６時から７時ま

持参物：工作用はさみ、お手拭き

で行います。集合場所は維新公園テニスコート入口

問い合わせ：大歳地区社会福祉協議会

所：大歳地域交流センター

講堂

（TEL920-1700）

周辺です。お気軽にご参加ください。
お問い合わせ

２階

中野（TEL 090－4893-2038）

平素から大歳小学校教育の推進につきまして、ご理解・ご協力いただきありがとうございます。本校
の教育活動を地域・保護者の皆様に公開します。ぜひご参観の上、ご意見をいただき、今後の学校教育
の改善に取り組んでまいりたいと考えています。
つきましては、下記のとおり『地域参観日』を実施します。ご多用のこととは存じますが、ご都合の
つかれる時間帯に遠慮なくご来校いただき、ご参観くださいますようご案内申し上げます。
記
１

日

時

平成２７年２月５日（木）１０：３５～１３：５０

２

日

程

１０：３５～１１：２０
１１：２５～１２：１０
１２：１０～１２：５０
１２：５０～１３：３５
１３：３５～１３：５０

授 業 参 観 （３校時）
授 業 参 観 （４校時）
給食参観
昼休み参観
掃除参観

３ その他
（１） 自転車は、中校舎と南校舎の間のアスファルト部分においてください。
（２） 校内および学校周辺の施設（交流センターなど）には、駐車場はありません。
維新公園第 11 駐車場（県立山口総合支援学校入口） （８：３０～１７：００）
をご利用ください。
（３）上履きは、各自ご持参ください。

【大歳地区２月の行事予定】
2 日(月)
2 日(月)
3 日(火)
5 日(木)
10 日(火)
13 日(金)
16 日(月)
17 日(火)
18 日(水)
18 日(水)

燃やせないごみの日
市・県民税申告相談日（9：30～16：00）
マナーアップ講座（19：00～21：00）１回目
大歳小学校地域参観日
マナーアップ講座（19：00～21：00）２回目
ぶっくん来館日（15：20～16：00）
金属・小型家電製品の日
マナーアップ講座（19：00～21：00）３回目
びん・缶の日
料理教室（10:00～13:00）

20 日(金) パソコン相談(10:00～12:00)
受付 10:00～10:30 まで
21 日(土) 大人の居場所 （13：30～15：30）
23 日(月) 古紙ペットボトル分別収集（大歳①）
26 日(木) 古紙ペットボトル分別収集（大歳②）
27 日(金) 子育て支援 “太陽クラブ”
「ひな祭り」（10：00～13：00）
27 日(金) ぶっくん来館日（15：20～16：00）
28 日(土) パッチワーク公開講座（13：00～15：00）
※木曜日はプラ容器包装分別収集

平成 27 年２月
大歳のエトセトラ
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大歳交流センターだより
１４

文化８年の彗星

３

文化８年(1811)に出現した大彗星について、日本はもとより世界中で観測され、吉か凶かの兆し
として話題になったにもかかわらず、古曽坊の田中家に伝わる古文書、『年中吉凶記録』の文化８
年の項に、「ほうき星がみえた」という記述だけで、取り立てて騒いでいる様子はないようですが、
何故なのかを、杉岳志著『書籍とフォークロア：近世の人々の彗星感をめぐって』（一橋論叢､2005
年発行）に記述されている事を参考にして、考えてみましょう。
(4)
朝廷では、文化８年の大彗星出現時、従来からの慣習
によって、天変地異を除き天下泰平を願うため、陰陽頭、土
御門晴親に祈禱をするように命じています。晴親は、『天経
或問』（てんけいいわくもん、西洋天文学を伝える漢書）の
説を採用し、彗星は気（万物を形作りそれに生命活力を与え
ること）の乱れにより生じる自然現象なので、その応（結果）
を恐れる必要は無いと主張していましたが、祈禱をしていま
『天経或問』、漢訳ながら
す。幕府では、従来、天変を「天譴（天からの咎め）」とみ
も西洋天文学を伝える書
ていましたが、寛保 2 年（1742）頃からは、『天経或問』の
説を採用し、彗星の出現は吉凶禍福とは無関係であるとして何もしていません。
(5) 文化８年頃、戦はないが天災のため生活が脅かされる事が多かったので、庶民の願望は、常
に豊作であることでした。彗星が出現すると、これは吉の兆しであると捉えたかったのでしょう、
なんとなく「吉の兆し」として捉え、これが民間に広く伝承していったと思われます。このことは、
俳人、小林一茶の『父の終焉日記・おらが春 他一編』に、文化８年に出現した彗星について、稲
をたばねたような星なので豊作のしるしであると或老人から聞いて「人並みや芒（すすき）もさわ
ぐははき星」、「豊年を招き出したる芒哉」と詠んでいます。杉岳志氏の調査によると、稲をたば
ねたような星、
「稲星」という名前が使われ出したのは、寛保 2 年（1742）頃からで、文久元年(1861)
では「ほう年星」とまで呼ばれたそうです。現在では、彗星の出現と気象との相関はないと言われ
ています。
(6) ヨーロッパ宇宙機関 (ESA)が、探査機ロゼッタを 2004 年に打ち上げ、運んで行った着陸機フ
ィラエを、火星と木星の間にいるチュリュモワ-ゲラシメンコ（Чурюмова－Герасимнко ）
彗星の核に相当する部分に、昨年 11 月 12 日 15 時 35 分、着陸に成功させました。この彗星の大き
さは、長さ４km 位です。下図に示すようにイギリス・ロンドンの都市と比較してください。
（大歳史談会、文責： 井手明雄）

チュリュモワ-ゲラシメンコ彗星の大きさ
をイギリス・ロンドンと比較した図

チュリュモワ-ゲラシメンコ彗星

