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須佐地域生涯学習推進マスコット
「まな坊」

平成十年二月に二十四時間図書館
﹃まなぼう館﹄がオープンして十年
が経ちました︒
設立当時は︑全国初の二十四時間
開館ということで注目され︑テレビ
に何度も取り上げられました︒
図書館の名前も生涯学習マスコッ
ト﹁まな坊﹂から付けられ︑子ども
たちにも親しみのわく図書館として
生まれました︒
夜間・休日に利用するには図書館
登録の専用カードが必要です︒カー
ドがなければ中には入れません︒ま
た︑自動貸出装置で本の貸し出しも
行われるようになっています︒
平成二十年二月﹃まなぼう館﹄は
十才の誕生日を迎えました︒
この十年間︑多くの住民の皆さん
にご利用していただき︑今では生活
の一部として本に親しみ︑また︑憩
いの場︑安らぎの場として定着して
います︒
平成十八年度末で︑カードの登録
者数は約二千八百人︒貸し出した本
の数は約五万九千冊となっています︒
ま な ぼう 館 では ︑ 二月 二十 五 日
︵月︶に十周年を祝う﹃記念式典﹄︑
また二月二十七日︵水︶に十周年イ
ベント﹃バースデーケーキ作り﹄が
開催されました︒三月十四日には﹃記
念講演会﹄の開催と盛りだくさんの
内容で須佐図書館のお祝い行事が行
われました︒
記念式典︑イベントについては︑
次ページに詳細を掲載しています︒

︿記念式典﹀
お祝いのくす玉わり・・・
「キャー！風が…」

︿

記念イベント
﹀

木の実を使ったバースデーケーキ

二月二十七日︵水︶午後の記念イ
ベントでは︑小学校の子どもたちが
図書館に集合し︑お祝いの木の実の
バースデーケーキを二つ作りました︒
ケーキの土台となるスポンジは︑丸
い形に切った段ボールを何枚も張り
合わせ一方の側面に木の枝︑もう一
方の側面に竹を並べるなどして︑こ
の日のために放課後子ども教室に参
加する子どもたちが準備をしてきま
した︒
このケーキは︑子どもたちの手作
りということで︑材料のほとんどが
松ぼっくりや木の実など自然のもの︒
イベント当日は︑ケーキの土台に
松ぼっくりを並べたり木の実を飾っ
たり︑子どもたちの豊かな発想で楽
しいケーキ作りとなりました︒

十才の誕生日ということで︑二つ
のケーキの上には︑十体ずつ本を読
んでいる人形が置かれました︒これ
も木の実や竹枝を使って作りました︒
読んでいる本は︑子どもたちの手
作りです︒紙を適当な大きさに切っ
てとめ︑後は絵を描いたり物語を書
いたり︑子どもたちの自由な発想で
作りました︒中には︑全ページ細か
く書いている子どもたちも︒本の制
作に時間がかかって︑人形作りを残
り十分ぐらいで仕上げ︑急いでケー
キ飾り付け班に持っていく子もいま
した︒
子どもたちは︑自分が﹁楽しい！﹂
と思うことは何でも夢中になります︒
その中で︑子どもたちの才能をどう
引き延ばしてあげるか︑大人はどこ
まで手を貸してあげればいいのか︑
考えさせられる面もありました︒
できあがった作品は︑須佐図書館
の玄関を入ったところに飾ってあり
ます︒是非見に来てください︒

いろんなポーズで本を読んでいるお人形

記念式典では︑野村興兒萩市長が
地域の方に感謝を込めた式辞を述べ︑
その後︑元図書館協議会委員三名︵藤
村正一さん︑広田ふみ子さん︑大橋
威夫さん︶が萩市長から感謝状を受
けました︒
また︑式典には約百人の方が参加
され一緒に十周年を祝いました︒
最後は︑記念のくす玉割り︒見事
に割れると﹁ワー﹂という歓声と拍
手の渦で式典の幕を閉じました︒

記念式典の様子・・・萩市長の祝辞

二月二十六日︵火︶須佐公民館で
高齢者を対象とするさつき学級﹃習
字教室﹄が開催されました︒
パソコンが普及し︑年賀状も手書
きではなくほとんどが印刷やパソコ
ンの時代となり︑筆を使う人も少な
くなりました︒
しかし︑手書きの文字は温かみが
あり︑届く相手にも喜ばれます︒

この日は︑本町上の岩本美子先生
にご指導いただきながら︑小筆を使
った﹁かな文字いろは⁝﹂の練習を
しました︒

岩本先生に指導していただく参加者

習字は子どもの頃以来で何十年ぶ
りという参加者がほとんど︒なれな
い手つきで﹁いろはにほへとちりぬ
るを﹂までを練習しました︒
初めは︑筆を持つ手の位置が高か
ったり︑横に寝かせて書いたりで字
も太かったり細かったり様々︒基本
的に筆は大小問わず立てて持ち︑小
筆は手を下に付けて書いた方が書き
やすいということでした︒また︑墨
は水から摺った方が伸びがよく︑味
わいも出るそうです︒
参加した皆さんは︑
﹁難しいねえ﹂
﹁続けてやってみたい﹂など言いな
がら︑一生懸命練習していました︒
皆さんも是非︑いかがですか︒

「い・ろ・は・に…むずかしい〜」

二月二十七日︵水︶弥富小学校の
児童と鈴野川小学校の児童が︑弥富
小学校体育館で縄跳び大会を開催し
ました︒

かけ声合わせて、足並みそろえて、いち、にーのさ〜ん！１回、２回、３回…何回飛べたかな？

大会の一ヶ月前から︑体育の時間
や休み時間を使って練習をしてきま
した︒
大会当日は︑それぞれが自分でで
きそうな種目を五つほど決めて挑戦
し︑その難易度と回数によって得点
と級がつきます︒そして︑得点の多
い人が﹁名人﹂となります︒
今年の﹁名人﹂は︑

弥富小四年
谷岡オリザ さん
鈴野川小五年 長谷川 寛 さん
弥富小六年
谷岡青海
さん

でした︒

個人種目が終わった後は︑三つの
グループ︵一グループ七から八人︶
に分かれて長縄跳びの競争をしまし
た︒
全員で息を合わせて飛ぶのは︑特
に低学年にとっては難しかったよう
ですが︑みんなで声をそろえながら
頑張っていました︒
大会前の昼休みの練習を通して学
年間の交流︑また︑大会での学校間
での交流もできたことから︑子ども
たちにとってこの縄跳び大会は︑友
だちとの楽しいふれあいの場として
学んだ面もあったようです︒
さて︑来年は何名が名人になるか︒
今から楽しみですね︒

早春らしい陽気の三月二日︵日︶︑
弥富体育館にて﹁第六回スポーツ少
年団卒業記念バレーボール大会 in
弥
富﹂が開催され︑旧阿武郡内から八
チームの参加がありました︒
育英スポーツ少年団は︑予選で見
事一勝を上げましたが︑二位となっ
た明木と戦った二試合目では︑試合
の流れをつかめず決勝へは進めませ
んでした︒技術的には劣らない︑惜
しい戦いでした︒
地元の弥富スポーツ少年団は︑中
国大会に出場した実力を予選から十
分に発揮し︑順調に勝ち上がりまし
た︒

ボールの競り合い！勝利はどちらに…

明木との決勝では︑相手も後半調
子を上げてきて互いにスパイク︑ブ
ロックと空中戦の様相でしたが︑力
で圧倒し優勝を収めました︒
どのチームも団員数が少なく︑高
学年の児童が揃わない弱点を︑一致
団結で克服していたのが印象的な大
会でした︒
大会結果は次のとおりです︒
優 勝 弥富スポーツ少年団
準優勝 明木バレーボールスポーツ
少年団
三 位 奈古スポーツ少年団
むつみＪＶＣ

優勝した弥富スポーツ少年団の皆さん

三月九日︵日︶須佐グラウンドで毎
年恒例の須佐エンジョイグラウンド
ゴルフ大会が開催されました︒
この日は︑一般が六十人︑保育園
児から小学生までの子どもが十人と
例年よりも多くの方が参加︒また︑
親子での参加も見られました︒
当日は︑朝から曇り︑昼からは雨
という予報でしたが︑プレーが進む
につれだんだんと気温も上がり︑青
空が見え始め︑絶好のスポーツ日和
となりました︒

参加者の皆さん︑主催者の
皆さん︑お疲れさまでした︒

優勝 斉藤雅樹 小６
︵浦中︶
二位 中村一尋 小３
︵押谷︶
三位 緒方琢馬 小６
︵入江︶

○ジュニアの部

優勝 久原和夫︵浦東︶
二位 椋木貞人 ︵まてかた︶
三位 柴田茂昌︵高山︶

○一般の部

〜 大 会 結 果 〜

プレーは個人戦︒四︑五人で八ホ
ールを四回まわり︑総打数を競い合
います︒
日頃︑グループで練習している大
人の方は︑さすがに上手︒長い距離
も一打でホールにボールを近づけま
す︒
グラウンドゴルフが初めての子ど
もたちは︑見よう見まねでボールを
打ちますが︑最初はなかなか思うよ
うに打てません︒しかし⁝ 上達す
るのもアッという間︒大人顔負けの
プレーに親も脱帽でした︒

「いくよ、えいっ！」もう少しボールに近づいて打って…

三月七日︵金︶弥富公民館で料理
教室を開催しました︒
須佐保健センターの宮久直子さん
を講師に︑簡単でおいしくできる﹃新
しい和の料理﹄を作りました︒
今はコンピューターの時代︒料理
もそれにあやかって︑忙しいときの
ためにレンジでサッと手間いらず︒
﹁温めるだけではもったいない︒レ
ンジを上手く使いこなせば簡単にで
き︑レパートリーも増えて楽しいで
すよ﹂と宮久さん︒
この日は︑レンジの使い方のコツ
を教えていただきました︒

メニューは︑きのこごはん︑あさ
りと油揚げの深川煮︑大根の梅干煮︑
レンジ蒸しスープの四品です︒耐熱
皿に切った具を並べ︑だしと調味料
を加えてレンジでチンするだけの早
業︒お味は？というと︑
﹁野菜のうま
み が引き出 されてと ってもお いし
い﹂と参加された皆さんも満足して
いました︒一品紹介しましょう︒
︵大根の梅干煮︶大根は拍子木形に切
って梅干しは種を取って小さくちぎ
る︒
︵紫蘇も刻む︶それを皿に盛って
酢と塩を入れてよく混ぜラップなし
でレンジに一分チン︒
︵好みによって
はもう一︑二分かけてもいい︶
皆さんも是非︑どうぞ！

レンジを使った料理 「おいしそう〜」

参加者に指導する宮久さん

著者
ドロシー・ロー・ノルト
﹁子どもが育つ
魔法の言葉﹂
より

守ってあげれば︑
子どもは︑
強い子に育つ

もうすぐ春休み︒忙しい毎日では
あっても︑入園︑入学式︑お花見等
ちょっとした機会を利用して︑親子
で料理やお菓子作りなどしてみて
はいかがでしょう︒
人はおいしいもの︑心のこもった
ものを口にした時︑自然と笑みがこ
ぼれます︒いつもと違う親子での時
間を持った時︑日頃見えなかった子
どものことが見えてくるかも知れ
ません︒
あなたの家族の一品は何ですか？

萩市食生活改善推進協議会
須佐支部長 寺 戸 和 子

﹁おかあさーん︑これ天ぷらにして
ー︒
﹂
﹁まあ︑こんなにたくさん︒
﹂
と私は言いながら︑衣をつくる︒
子どもが小さかった頃︑毎年この
季節になると︑夫が子どもたちを連
れて︑近くの野山に山菜採りに出か
けた︒蕗のとう︑雪の下︑せり︑よ
もぎ︑たらの芽︑山うど︑等々︑そ
の時々で採れるものは違うが︑どの
食材も春の香りでいっぱいである︒
これを天ぷらにした時のほのかな
にがみは︑また格別である︒子ども
でも自分が野山を歩いて採ったの
で多少のにがみもおいしく感じる
のだろう︒
夫が子どもたちに︑
﹁これは珍味じゃ︒このようなもの
は都会じゃ食べられんぞ︒都会の料
亭で食べようものなら何万円もす
るかもしれん︒
﹂
などと言っている︒大皿に盛られた
天ぷらは︑私が箸を付けようとする
頃には﹁ああ・・・・・・もうない︒
﹂

アマチュアのスポーツ・文化・ボランティア・地域・指導活動などを行う５名以上の社会教育関係団
体を対象とします。
１．保険期間
２００８年４月１日午前０時より２００９年３月３１日午後１２時まで。
Ａ 高校生以上の生徒、学生、社会人などの文化活動、ボランティア活動、地域
活動を行う団体（スポーツ、ダンス、踊りを行う団体を除く）
Ｂ 老人クラブなどの団体
Ｃ 高校生以上の生徒、学生、社会人などのスポーツ活動を行う団体
（ダンス、踊りを含む）
Ｄ 危険度の高いスポーツを行う団体
２．加入区分

３．掛け金

Ａ５００円 Ｂ８００円 Ｃ１，５００円 Ｄ９，０００円
４．その他

加入依頼書が須佐・弥富公民館へあります。
詳しいことは各公民館（須佐公民館６−２３１０）
（弥富公民館８−２０４４）へ
お問い合せ下さい。

室町・戦国時代︵１４００〜１５
００年代︶は︑旧阿武郡一帯は︑益
田七尾城主益田氏︵後に須佐の領
主︶と津和野三本松城主吉見氏との
勢力争の拠点となり︑須佐地域内に
も多くの出城︵城砦︶が築かれ︑し
ばしば攻防が繰り返されました︒

弥富七区にある︑
﹁一万のはな
碑﹂は︑平山星の城︵竹城とも言
う︶が落城した時︑多くの戦死者
を埋葬しきれず︑戦死者の鼻を埋
葬したので﹁一万のなな︵鼻︶﹂
と言う伝説が伝わっています︒
祠の脇には︑三界萬霊等の碑があ
る︒

また︑星の城落
城の時︑敵が陣を
張った向側の山
麓を敵陣ケ嶽︑そ
して城の麓を城
ヶ谷︑落城の時に
城兵が逃れた所
を落山︑戦場を軍
場︵いくさば︶と
言った地名が今
も残っています︒
﹁一万のはな﹂の
場所は︑萩市弥富
支所より須佐方
面に約七〇〇ｍ
ほど上がった所
︵西秀寺前の川
の畔︶にありま
す︒

一万のはな碑

わたしたちさくらんぼ
は︑萩川島の吉村忠子先生
の ご 指導 の もと 毎 週木 曜
日の午後︑練習をしていま
す︒
現在会員は約二十四名︒
今 年 で十 二 年目 に なり ま
す︒足の運動や脳の活性化
な ど 適度 な 運動 で 健康 を
保 つ とい う こと か ら始 ま
りました︒
毎年︑六月の生涯学習発
表会への参加や︑年二回萩
や 山 口で 講 習を 受 けて い
ます︒
現在会員募集中！
私たちと一緒に︑楽しく
踊りませんか？
○お問い合せは⁝
須佐公民館６︱２３１０
須佐憩いの家
６︱２２０４

︿俳 句﹀

花談義立ち止まりたる橋の上

︵横屋丁︶ 茂刈富江

︵青葉台︶ 津守モト子

︵九 区︶ 長田トミエ

せせらぎに寄り添う花の微笑みて

︵青葉台︶ 津守マキ子

子の年や少子化時代孫見えず

囀りの主は目白のラブコール

︵浦 西︶ 林 竹子

︵一 区︶ 福島文江

ここぶし咲く畠の真中姿見に

︵上三原︶ 石橋東岳

水仙がうつろい告げる地の温み

故郷や水なき川の月見草

︵六 区︶ 立野イネ子

︵まてかた︶ 山崎 尚

サラサラと又さらさらと春の雪

︵一 区︶ 石川崇子

藪椿眼を射るように赤く咲き

帰省の子大の字に寝る青疊

︿短 歌﹀

ねずみ算忘れていれば本物の
おねずみさんに教え賜わぬ︵九 区︶ 長田トミエ

︵一 区︶ 福嶋文江

独り住む我に厳しく言う娘
返せば励ますことばに思う︵青葉台︶ 田村雅利
と も

徒然に同窓の安否を尋ぬれば
早天国に逝きて寂しい

︵一

区︶

石川崇子

はかな言思つつ行く小通をば
草の葉散りて匂ふ午すぎ ︵九 区︶ 長田トミエ

須佐之男の神の浄り立つ須佐港
尊いか来る遠来の波

●須佐さつき学級﹁楽しくレクリ
ェーション﹂
入選
優良
優良
優秀

中村昇容︵鈴小４年︶
五藤雄司︵育小２年︶
大井佑希子︵育小５年︶
大井善功︵育小４年︶

︿第 回山口県読書感想文コン
クール﹀受賞者
●小学生の部
〜感想文〜
自由
課題
課題
課題

指定 優良 波田優妃︵育小４年︶

●高校生の部
〜感想画〜
自由 入選 小野寛史︵須高１年︶

★なお︑読書感想文学校賞の優良
校賞７校のうち︑須佐地域では︑
萩市立育英小学校が受賞されまし
た︒

世帯数
人口
前月比
須佐 １，１９５戸 ２，６８３人 （ー７人）
弥富
３１５戸
７３０人 （ ー ）
合計 １，５１０戸 ３，４１３人 （ー７人）

︱﹁わたしの読書﹂よりー

須佐地域の人口（Ｈ20.1月末現在）

いよいよ卒業シーズン︒私の次男
坊も四月からは中学生︒私の七年間
の小学校生活も今年で終わりです︒
ホッとため息をついてみるものの︑
いざ終わりとなるとすごく寂しいも
のですね︒頭の中に学校でのいろん
な場面が浮かび上がって︑ついつい
目頭が熱くなってきます︒
親は︑こんな気持ちで子どもの卒
業を迎えていたのかな？と自分の子
どもの頃を思いだしています︒
子どもの成長を願いつつ⁝少し複
雑な気分ですね︒
編集者 Ｏ・Ｅ

※子ども教室

〜感想画〜

※子ども教室

○とき ３月 日︵火︶
午後１時 分〜３時
○場所 須佐公民館 ３階
○対象
歳以上の須佐地区一般
住民
○参加費 無料︵但し初回参加は
五百円︶

習字教室（須公）

波田竜馬︵育小１年︶
松原愛奈美︵育小１年︶
光國亜希子︵育小１年︶
福島瑞樹︵育小３年︶
波田真優︵育小４年︶
日笠直人︵育小４年︶

※子ども教室

５３

入選
入選
入選
入選
入選
入選

色えんぴつ画教室

●のびのび教室・放課後子ども教室

自由
自由
自由
自由
自由
自由

地域内小・中学校入学式・始業式
※子ども教室

﹁竹楽器づくり﹂
○とき ３月 日︵木︶
午前 時〜 時
○場所 須佐公民館
○対象 小学生とその家族
○参加費 一人２００円
○持参物 きり
○申込み ３月 日︵金︶までに
須佐公民館へ

習字教室（須公）
地域内保育園入園式

３０

○公民館だより記事募集！

１２

須佐公民館では︑地域の中のおも
しろい出来事︑感動︑びっくりニュ
ースなどなど︑いろんな記事を募集
しています︒皆さんからの情報をお
待ちしています︒

※子ども教室

２５

２７

１０

２１

★各行事︑広報紙等のお問い合せは
・須佐公民館６︱２３１０
まで

容
内
事
行

曜
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木

日
1
2
3
4
5
6
7
8
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11
12
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６０

