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須佐地域生涯学習推進マスコット
「まな坊」

あ

二月の伝統的行事といえば︑もち
ろん﹃節分の豆まき﹄
︒須佐保育園で
は︑毎年この時期になると鬼の面を
作って豆まきを行います︒
この伝統行事に毎回参加している
のが﹁乳幼児を持つ親の学習会・遊
びの教室﹂の皆さんで︑まだ保育園
へ行ってない未就園児さんです︒
今年の豆まきは︑少し早い二月一
日︵金︶の午前中に須佐保育園で行
われました︒
最初は︑お兄さんやお姉さんの前
で少し緊張気味でしたが︑
﹁♪鬼のパ
ンツ〜♪﹂などみんなと一緒に踊っ
ているうちにだんだん慣れてきて︑
園児さんの方へ駆け寄ったりしてい
ました︒
そんな楽しい時間も束の間︒突然
﹁ドン！ドン！﹂と音がしたかと思
うと︑まどからこわーい鬼が二匹中
に入ってきたからもう大変︒逃げま
どう子や泣きわめく子で園内は大パ
ニック︒遊びの教室のみんなもお母
さんにしがみついて離れず︑泣きな
がら﹁こわいー﹂の連発︒そんな中
でも﹁何がおきてるの？﹂と不思議
そうに見ている子どももいました︒
そんな中︑勇敢に立ち向かってい
ったのが保育園の年中さんと年長さ
ん︒紙で作った豆を鬼に投げて外へ
追い出そうとしていました︒
やっと鬼が外へ出ていくとみんな
一安心︒最後は︑みんなで豆まき︑
豆拾いをして今年一年の無病息災を
願いました︒
皆さんの家にも﹃鬼﹄はいません
か？

「セリ、見つけたよ。
」
ナズナ（ぺんぺん草ともいう）

その他︑ゴギョウ︑ハコベラもた
くさんとりました︒なかなか見つか
らなかったナズナ︵ペンペン草︶と
ホトケノザも違う場所で何とか見つ
けることができました︒

七草をとった後は︑いよいよ料理
開始！始めに七草を三つのグループ
に分けてそれぞれの調理台で七草粥
作りをしました︒

︻七草粥作り︼
①米はあらかじめ洗って鍋に入れ︑
たっぷりの水を入れてことこと炊
く︒
②その間に別の鍋にお湯を沸騰させ
中に塩を入れて︑七草をさっとゆ
でる︒
③ゆでて水気を絞った七草を食べや
すいように細かく刻む︒
④お米がやわらかくなった鍋の中
に刻んだ七草を入れ︑塩を入れて味
を調える

さて︑できばえは？

下ゆでした七草を刻んでいます。

平成二十年を迎えた一月七日︵月︶
最初に見つけたのがセリ︒育英小
須佐公民館で﹁七草粥づくり﹂を開
学校の近くにある農園の土手にあり
催しました︒
ました︒
﹃料理﹄となると子どもたちの反
応も早く︑たくさんの申し込みがあ
りました︒
まずは︑七草を集めることから開
始！セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコ
ベラ・スズナ・スズシロ︑ホトケノ
ザこれが春の七草です︒スズナ︵か
ぶ︶
・スズシロ︵大根︶は︑作物を作
っている家庭にはよく見られますが︑
その他の五草は見つけるのも大変で
す︒

七草を探す子どもたち

昔は六日年取りといい︑七日を折り
目として新しい年が始まると考えた︒
そこで﹁一年間外敵が来ないように﹂
と一月七日の人日︵じんじつ︶の節句
に七草粥を食べた︒
また︑平安時代に︑無病長寿を願っ
て若草を摘んで食べる習慣があった説
もある︒
︵雪の下で芽吹く若菜の生命を
取り入れようとした︒
︶やがて疫病予防
や 邪 気 払 い の お ま じ な い とし て 普 及
し︑現在の七草粥になったとも言われ
る︒
最近では﹁おせち料理でいっぱいに
なった胃を休める﹂ために七草粥を食
べるというのが一般的になっている︒

〜七草粥の由来〜

とっても上手に出来上がりました︒
味も七草の香りが漂って︑参加し
た子どもたちは﹁おいしい！﹂と喜
んで食べていました︒中には七︑八
杯もお代わりする人もいて︑三つの
鍋はアッという間に空っぽになりま
した︒
来年も是非︑参加してくださいね︒

七草粥の出来上がり！

スケート場に着くと早速スケート
一月十九日︵土︶に島根県サンビ
靴を履いて滑る準備︒早く靴を履け
レッジ浜田で﹁のびのび教室﹃スケ
た子どもたちは﹁まだ滑っちゃあい
ート教室﹄
﹂を開催しました︒
けん？﹂と待ちきれない様子︒
﹁いい
毎年恒例となったこの行事︒のび
よ！﹂という合図でスケートリンク
のび教室の中では大人気の教室で︑
へまっしぐらに駆けていきました︒
毎回多くの子どもたちが参加します︒
さて︑そのお手並みは⁝︒
何回もスケート教室に参加してい
る子どもたち
もいて︑この日
参加したほと
んどの子ども
たちが上手に
滑っていまし
た︒
周りをよく見
ると︑フィギア
スケートを目
指している子
どもたちが︑ジ
ャンプをした
り︑回転したり
と高度なテク
ニックを練習
しているのを
見て︑教室の子
どもたちも︑小
さい円のまわ
り方や後滑り
などをインス
トラクターの
方に教わって
初心者のスケート教室「手すりから手を離して！」

放課後子ども教室研修会

須佐公民館

放課後子ども教室では︑より充実
した教室を行うため︑いろんな研修
に取り組んでいます︒
二月六日︵水︶には︑須佐公民館
で︑須佐地域の放課後子ども教室・
児童クラブ等のスタッフを集め︑実
技研修会を行いました︒
動物のカード当てをしたり︑人間
オセロ︑輪ゴムを使った団体競技缶
拾いやＵＦＯ飛行機を作って飛ばし
たりなど内容は盛りだくさん︒研修
会とはいえ︑皆さん子どもの頃に戻
った気持ちで︑夢中になって︑楽し
く遊んでいました︒
二月は︑この実技研修会の他︑十
三日︵水︶の工作︑二十九日︵金︶
の事例発表を兼ねた研修会が萩で開
催されます︒

「人間オセロ」 夢中になって遊ぶ参加者

いました︒
また︑足下がおぼつかなく上手く
滑れない子どもたちも︑ペンギンさ
ん歩きから練習し︑午後の帰る頃に
は︑手すりなしでリンク上を何回も
回れるぐらい上達することができま
した︒

サンビレッジ浜田スケート場は︑
五月上旬まで開催していますので︑
この期間に︑家族で楽しんでみては
いかがでしょうか︒

みんなでスーイスイ。あれ？後の方であぶなげなお兄さんが…。

○主
催 須佐公民館・須佐スポーツ振興会須佐支部
○お問い合せ先
須佐公民館６−２３１０

午前中は︑須佐の剣士による居合
道の披露があり︑その後︑育英小学
校の体育館で低学年︑中学年︑高学
年別に分かれて先生方から厳しい指
導を受けていました︒

練習試合の様子「め〜ん！」

そして午後は︑練習試合︒
低学年の部と高学年の部に分かれ
てリーグ戦で試合をしました︒どの
チームも日頃の練習の成果を出し合
い︑最後まで白熱した戦いぶりを見
せていました︒
終了後︑育英の剣道部の保護者で︑
今後について反省会を行いました︒
いくつか課題は挙げられましたが︑
今後も続けていきたいという意気込
みを感じられました︒

彰 各部１位〜３位、ホールインワン、ブービー賞
飛び賞（５位・１０位・１５位…）
、ゾロ目賞等

３月３日（月）まで
に須佐公民館
６−２３１０まで
申し込んでね！

○表

一月二十七日︵日︶萩市立育英小
学校体育館及び須佐文化センターで
剣道合同練習会が開催されました︒
毎年この時期になると︑益田市で
﹃鏡開き大会﹄が開催され︑合同練
習会を行っていましたが︑部員数も
減ってきたためその会も困難になっ
てきました︒
しかし︑長年交流を深めてきた事
がなくなると淋しいという声もあり︑
育英スポーツ少年団剣道部の先生及
び保護者が一丸となって︑この合同
練習会を進めてきました︒
今回参加したのは︑益田剣誠会道
場と福栄スポーツ少年団︑そして益
田の中学生と須佐の中学生です︒

合同練習の様子

○と

き 平成２０年３月９日（日）午前９時〜開会式
※受 付＝８時３０分〜８時５０分
※雨天時＝中止
○と こ ろ 須佐グラウンド
○参加資格 ・須佐地域内に居住する一般成人・児童・生徒
・須佐地域スポーツ災害共済会に加入している者
○参 加 費 大人１００円、子ども無料（当日受付時に）
○試合方法 個人戦のみとする（ジュニア（中学生以下）の部・一般の部）
※一人からお気軽にお申し込み下さい。
※一緒にまわるグループは主催者により決定
※一般の部は高校生年齢の者を含む
※小学２年生以下のお子さんは、必ず保護者
同伴でご参加下さい。

新しい年が明け︑学校も新学期が
始まりました︒子どもたちも新しい
学年へ向けての追い込みに入ってい
ることと思います︒
そんな中︑一月十七日︵木︶に育
英小学校の五年生が﹁赤米について
教えてください︒
﹂と須佐公民館を訪
ねてきました︒
鉛筆とノート︑撮影のためのビデ
オテープを手に持って﹁お願いしま
ーす︒
﹂と元気な声で︑吉田須佐公民
館長へあいさつしていました︒

育英小学校の五年生は︑四つのグ
ループに分かれて︑須佐について調
べ︑一月三十日︵木︶の参観日に発
表したそうです︒
それぞれの内容は︑﹁赤米につい
て﹂
﹁観光について﹂
﹁イカについて﹂
﹁育英小の生い立ちについて﹂です︒
子どもたちがみんなで考え︑自ら
課題を作って仕上げることは︑とて
も大変なことですが︑やり遂げた後
の気分は︑きっとすがすがしい気持
ちでしょう︒
参観日に︑お父さんや
お 母 さん の前 で恥 ず か
し そ うに 発表 する 子 ど
も た ちの 姿が 目に 浮 か
んできますね︒
そういえば︑年末にも
﹁ ホ ルン フェ ルス に つ
いて教えて下さい︒﹂と
訪 ね て来 た子 ども た ち
もいました︒なにはとも
あれ︑とてもいい体験で
したね︒
吉田館長に質問する育英小学校の５年生

著者
ドロシー・ロー・ノルト
﹁子どもが育つ
魔法の言葉﹂
より

子どもに公平で
あれば︑
子どもは︑
正義感のある子
に育つ

この地で生まれ育った子どもた
ちが︑将来須佐を離れることがあっ
ても︑この曲を聴くたびに︑きっと
ふるさと須佐をなつかしく思いだ
してくれることでしょう︒
成長過程にある子どもたちは︑や
わらかい感性でいろいろなことを
敏感に感じ︑多くのことを学んでい
ます︒これからも︑ふるさとを大切
にし︑心豊かに育ってほしいと願っ
ています︒

萩市立須佐中学校
教頭 石 橋 慶 子

﹁名も知らぬ遠き島より
流れよる椰子の実一つ⁝﹂
昨年の夏休み︑部活動に来ていた
音楽部の生徒が﹁先生聴いてくださ
い﹂と言って︑リコーダーで二曲の
歌曲を吹いてくれました︒それは
﹁椰子の実﹂と﹁この道﹂
︒リコー
ダーの音色にぴったり合うやさし
いメロディーを聴いて︑気持ちが癒
されるようでした︒今は教科書にも
載っていないこの曲を︑いつ覚えた
のでしょうか︒楽譜も見ずに上手に
演奏しているのには︑本当に驚かさ
れました︒
須佐では︑朝と昼と夕方に音楽が
流れます︒それは人の心をやさしく
包んでくれるなつかしい日本の歌
です︒この日︑生徒が演奏してくれ
た曲は︑実は毎日聞き慣れた須佐の
ミュージックサイレンの曲だった
のです︒日頃あまり気にもとめず︑
何気なく聴いているはずのミュー
ジックサイレンのメロディーを︑ち
ゃんと覚えて演奏していることに︑
私はとても感動しました︒

皆さん︑
﹃須佐地域 公民館だより﹄
のご愛読︑誠にありがとうございま
す︒
昨年は︑
﹁四〇〇号﹂を突破し︑こ
の平成二十年の一月号から紙面を一
新し︑ますます公民館だよりの作成
に精を出しているところです︒
さて︑この度︑山口県連合会主催
の﹁平成十九年度山口県公民館報コ
ンクール﹂に応募したところ︑昨年
のボリューム賞に引き続き︑見事﹃奨
励賞﹄を受賞しました︒

平成１９年度公民館報コンクール 賞状と盾

今回応募した五十二件のうち十八
件の公民館が受賞し︑萩市では須佐
公民館と見島公民館︵昨年も奨励賞︶
が奨励賞に選ばれました︒
講評の中で︑写真などの技術や内
容はもちろんですが︑地域の住民を
巻き込んで情報を収集し︑住民参加
型の広報紙作りも必要だということ
を話されました︒
そこで皆さんにお願いです︒
公民館だよりをより充実したもの
にするため︑皆さんから記事を募集
します︒須佐地域の中で︑おもしろ
いこと︑変わったことなどなんでも
結構です︒お問い合せは︑須佐公民
館︵６︱２３１０︶まで︒

笠松神社︵御霊社︶は︑国道１９
１号線を萩方面に向かい︑中津のＪ
Ｒガードをくぐった右側にありま
す︒
この社は︑益田家三十三代益田
ちかのぶ

げんじ

親施公を祀っています︒

笠松神社の鳥居

幕末の元治元年︵一八六四年︶池
田屋の変が起こり︑血気の藩士が脱
藩して京都へ急行したため︑京都情
勢が緊迫しました︒親施は長州藩命
を受け兵六百名を伴って上京し︑藩
士の鎮撫に務めましたが︑騒動は禁
門の変︵蛤御の変︶に拡大しました︒
そして︑禁門の変の責任︵第一次

長州征伐︶が萩藩主に及ばんとする
ため︑親施をはじめ三家老の首を差
し出すことにより長州藩の難を回
避しました︒親施三十二歳の生涯で
した︒
その後親施の霊は︑笠松神社へ︑
慶応元年︵一八六五年︶に祀られま
したが︑主君︵親施︶の悲憤を思っ
て徳川に追従する慶応の年号を認
めず︵慶応の慶は︑徳川慶喜の慶︶
︑
反骨の気概を示した石燈籠と鳥居
で︑元治三年︑四年︵元治は二年で
終わり慶応に変わっている︶の実在
しない年号を刻んだ全国的にも珍
しいものです︒

※禁門の変＝長州藩兵が御所へ向
けて発砲した事等を理由に幕府は
長州藩を朝敵として第一次長州征
伐を行う︒

石燈籠

受賞された皆さん

私たち﹁須佐うぐいす会﹂
は︑カラオケ好きなグルー
プ と して 平 成五 年 に結 成
さ れ ︑現 在 会員 は 八名 で
す︒
練習日は毎月第二・四水
曜 日 の午 後 七時 三 十分 よ
り午後十時まで︑須佐公民
館 で 毎回 楽 しく 活 動し て
います︒
今では︑毎年開催される
須 佐 地域 生 涯学 習 発表 会
な ど の各 イ ベン ト に参 加
したり︑福祉施設の訪問︑
他 地 域と の 交流 等 活動 し
ており︑歌を通して得るも
のも多く︑
﹁歌が生きがい﹂
となっています︒
歌の大好きな方︑また︑
ス ト レス 解 消の た め歌 っ
てみたい方︑いつからでも
入会大歓迎です︒お待ちし
ています︒
〜生ある限り
輝いてみませんか？〜
※連絡先 ６︱２４６９

練習風景

白々と庭石据わる寒の入り

初午や赤き幟が谷を埋め

成人の日笑顔の孫は袖を抱く

咲き初めし山茶花庭を明るくす

︵横屋丁︶ 茂刈富江

︵青葉台︶ 津守モト子

︵青葉台︶ 津守マキ子

︵浦 西︶ 林 竹子

︵上三原︶ 石橋東岳

︿俳 句﹀

坊ちゃんも子規も見た空城の春

︵九 区︶ 長田トミエ

︵まてかた︶ 山崎 尚

焼ける餅吾子待ち兼ねて父忙し

︵一 区︶ 石川崇子

参道の寒梅愛でて吉と出た

夫の家夫なき家にも春立ちぬ

︵六 区︶ 立野イネ子

︵一 区︶ 福嶋文江

月させばものみな長き影を生む

︿短 歌﹀

た ん ぽ ぽ

枇杷の花茶色産毛を実にまとい
寒中耐える冬の花かな
と き

季節ならぬ寒さに咲いたる蒲公英の
一輪ほどの温もり感ず
︵青葉台︶ 田村雅利

二人乗り同時発車のあの世行き
叶はぬものかとひそかに思ふ︵本町上︶ 岩本美子

送り来し大分みかん真の味
母に及ばず子らは微笑む ︵九 区︶ 長田トミエ

みどり児の諸手重ねる老の手を
抱き多給える大いなる手の︵一 区︶ 石川崇子

︿絵のコーナー﹀

スポ少卒業記念
須保ひなまつり会

〜お詫びと訂正〜

先月号︵一月号︶に間違いがあり
ましたので︑お詫びして訂正いたし
ます︒

○一面の成人式参加人数
・ 名↓ 名
・田万川 人︵男 人︑女５人︶

大変申し訳ありませんでした︒

○最後の絵のコーナー
育英小 六年 中村亜美 さん
←
育英小 五年 矢野稚葉 さん

１５３７

●須佐さつき学級﹃習字教室﹄
○とき ２月 日︵火︶
午後１時 分〜２時間
○場所 須佐公民館 １階
○講師 本町上 岩本美子 様
○参加費 一人５００円
※十九年度初回の方は別途５００
円が必要です︒
○申込み ２月 日︵木︶まで

●スポ少卒業記念
バレーボール大会︵弥富︶

一月は行く︑二月は﹁逃げる﹂と
いいますが︑あまりに行事が多すぎ
て︑私の中では一日一日がゆっくり
過ぎているように感じます︒公民館
行事はもちろん︑スポ少にＰＴＡ活
動と多彩な役を受けつつ︑今年度︵十
九年度︶の追い込みに入り今が一番
ドタバタ状態︒
土・日の休みも毎週行事が入り︑
家 のことも つい疎 かにな りがち に
⁝︒
﹁早く逃げて！﹂と叫びたくなる
ような毎日です︒でも⁝もう少し頑
張ろう・・・︒

編集者 Ｏ・Ｅ

須佐地域の人口（Ｈ19.12月末現在）

○とき ３月２日︵日︶
午前９時開会
○場所 弥富体育館・弥小体育館

●弥富さつき・やよい学級﹃料理
教室﹄〜ヘルシー︑おいしい︑簡
単料理〜
○とき ３月７日︵金︶
午前 時〜 時
○ところ 弥富公民館
○講師 宮久直子 先生

●ソフトバレーボール弥富大会
○とき ３月 日︵日︶
午前９時開会
○場所 弥富体育館・弥小体育館

地域内保育園卒園式
須佐婦人会総会・チーズ作り教室（弥富）

３０

★お問い合せは各公民館へ
・須佐公民館６︱２３１０
・弥富公民館８︱２０４４

世帯数
人口
前月比
１，１９６戸 ２，６９０人 （ー２人）
３１４戸
７３０人 （ー４人）
１，５１２戸 ３，４２６人 （ー６人）

須佐
弥富
合計

ソフトバレーボール弥富大会
※子ども教室

１０

※子ども教室
地域内小学校卒業式
春分の日

中 村 真 浪 さん
五年
育英小

さつき・やよい学級「料理教室」
須佐中卒業式
エンジョイグラウンドゴルフ大会

５３

※子ども教室
須保お別れ会

※子ども教室
※子ども教室
※子ども教室

小・中学校終了式

１２

容
内
事
行

※子ども教室

曜
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
金
土
日
月

日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

２６

２１

１０

３０

