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須佐地域生涯学習推進マスコット
「まな坊」

新成人の門出を祝う式典（主催＝
萩市・萩市教育委員会）が一月二日
（水）須佐文化センターを会場に開
催されました。
本年は、須佐・田万川地域三十七
名（須佐二十二名のうち男性六名・
女性十六名、田万川十五名のうち男
性十名・女性五名）が出席しました。
式典では、萩市長が「一人でも多
くの人が故郷ににしきをかざってく
ださい。先人の残した文化をしっか
りと受け継いで、次世代に伝えてく
ださい。
」と話されました。
また、萩市議会議長が「子どもを
育てるのには大変なご苦労があった
と思います。帰ったら、お母さんと
お父さんにお礼を言いましょう。
」と
祝辞を述べられました。
また、新成人代表者が記念品を受
け取り、誓いの言葉を述べた後、須
佐地域・田万川地域から一人ずつ青
年の主張を述べました。
最後は萩市教育長の発声により万
歳三唱をして式典を終了しました。
式典の後、成人者は『はたちの広
場』で久しぶりに再会した友だちと
楽しくくつろいだり、ドキドキしな
がらインタビューに答えたりしてい
ました。
詳細については、次ページに掲載
しています。

～青年の主張～（要旨）
「今の私の夢は、患者様の気持ち
に寄り添うことができ、信頼される
看護師になることです。そのために
は、勉学はもちろん、いろんな人と
接する中で、相手の気持ちを傾聴し、
共感できるように務めることが大切
だと思います。
皆さんは今、夢を持っていますか？
夢を持ち、実現に向けて努力するこ
とは素晴らしいことです。今の生活

に疑問を抱いている人、悩んでいる
人もいると思います。そんな人は、
もう一度自分がやりたいことを考え
てみてほしいです。年をとった時、
振り返っても後悔のない人生だった
と言い切れるように、今できること
を精一杯しましょう。私も、後悔し
ないように、できることはなんにで
も挑戦し、吸収できるものはどんど
ん吸収していきたいと思います。
」
井原 裕依子
（須佐 看護学生）

「大学では今まで以上に多
くの人に出会うことができ
ました。そのたびに私は「一
期一会」という言葉を思い
出します。既に社会に出た
方とお話しするたびに立派
だなと感じていましたが、
私も今日から新成人となり
ます。その決意を胸に、私
はこれから先の出会いを一
つ一つ大切にし、社会に貢
献できる人間になりたいと
思います。
高津 和幸
（田万川 大学生）

～はたちの広場～

式典終了後は、記念写真を撮り、
二十になった喜びを満喫してもらお
うと『はたちの広場』が設けられ、
友人と語り合ったり、一緒に写真を
撮ったりして楽しんでいました。

風船に「夢」を書く成人者

一緒に「ハイ、ピース！」

私たちは、
郷土を愛し、
国を愛し、
平和を愛する
立派な社会人と
なることを
誓います

また、文化センター前では、風船
飛ばしが行われました。はたちの広
場で自分の夢や願いを書いた風船を
飛ばし、空高く舞う風船をいつまで
もいつまでも見守っていました。
皆さんの夢が、かなうといいです
ね。

願いを込めて…「せーの、飛んでけ～！」

十二月に入り、駅伝シーズン到来！
いろんなところで駅伝大会が行われ
る中、須佐地域でも毎年恒例の『須
佐駅伝大会』
（主催＝須佐スポーツ振
興会、共催＝萩市教育委員会）が、
十二月十六日（日）に開催されまし
た。

午前 10:30 須佐総合事務所横スタート

参加したのは、地域内の小・中学
生や一般などで編成された二十四チ
ーム（一部＝十一チーム、二部＝十
三チーム）
。参加者は、一部（五・五
㎞）総合事務所庁舎横～中畑折返し
五区間、二部（八㎞）総合事務所庁
舎横～押谷入口二往復四区間で健脚
を競い合いました。
コース内の道路沿いでは、一生懸
命走る選手の姿に、
「頑張って！」と
地域の方が声をかけながら応援して
いました。
ゴールでは、最後のチームが全員
で完走という感動シーンもありまし
た

１区から２区へタスキ渡し

【大会結果】

◎一部
（小学生男子の部）

一位 弥小・鈴小連合（ 分 秒）
二位 育英スポ少サッカー部Ａ
（ 分 秒）
三位 育英スポ少剣道部（ 分 秒）

４２

（小学生女子の部）
一位 めざせ北京育英バレー
（ 分
※以下参加チームなし

（一般の部）

秒）

一位 奈古須佐高教員（ 分 秒）
二位 消防一分団
（ 分 秒）
三位 須佐中ランナーズ（ 分 秒）

分
分
分

３１ ２４ １９

一位 チーム須佐子（ 分
※以下参加チームなし

（高校・一般女子の部）

秒）
秒）
秒）

４２ ３１ ２４

秒）

秒）

秒）

秒）
秒）
秒）

３３

分
分
分

３１

◎二部
（中学生男子の部）

一位 野球部Ｃ
（
二位 ソフトテニス部（
三位 野球部Ｂ
（

（中学生女子の部）

一位 今チーズ
（
二位 有紀丸
（
三位 寺田ＪＡＰＡＮ（

３１ ３１ ３１

一位 奈古高校
（ 分
二位 奈古須佐高陸上競技部
（ 分
※以下参加チームなし

（高校・一般男子の部）

４２ ３８ ３８

チーム一丸となって行われた須佐
駅伝大会。来年は、どんなシーンが
見られるか楽しみですね。

い だ て ん

５９

３１

４１ ３７

５７

２９

４５

韋駄天とは…

仏法守護神の一つでよく走るとい
う意味。転じてすごい勢いで走る人
のことをいう。スピード王の代名詞
にもなっており、プロ野球の福本豊
選手もその一人にあげられている。

２５

５７

２５

２８

２９

２２ ２０

２３

３０

５０

最後のチーム、全員でゴール！「感動的～！」

乳幼児サークル
「ばる～んず」

のびのび・子ども教室
「ツリー作り」

松ぼっくりやビーズを使った『ク
リスマスツリー作り』が十二月十五
日（土）
、須佐公民館で開催されまし
た。
毎週水曜日の放課後子ども教室で
拾ってきた松ぼっくりに緑色のスプ
レー缶を吹きつけ、土台となる櫻の
木と松ぼっくりをつまようじでくっ
つけた後、最後はピンセットでビー
ズを飾るだけです。
みんな一人ひとり、個性のあるス
テキなツリーが完成しました。
クリスマスには、きっとお家の何
処かに飾られていることでしょう。
メリークリスマス！

須佐クリスマス会
『サンタさんと合唱』

弥富クリスマス会
「ケーキ作り」

十二月二十二日、両地域で「クリ
スマス会」が開催されました。各地
区の子どもたちが参加しました。

「赤鼻のトナカイ」
「あわてん坊のサン
タクロース」を歌いました。

ケーキを目前に「ハイ、ポーズ！」

乳幼児を持つ親の
学習会・遊びの教室
最初にクリスマスイベントの封を
切ったのが、十二月一日（土）に須
佐保健センターで行われた、萩市保
健推進協議会須佐支部主催による
『クリスマス会』
。
毎年、乳幼児を持つ親子が集まっ
てクリスマスツリーを飾ったり、人
形劇を見たり楽しく過ごしています。
今年は、ジョイネット萩「草の芽」
さんによる大きな紙芝居や絵本の読
み聞かせなどがあり、その後、ハン
ドベルの演奏、そして…お待ちかね
のサンタクロースの登場と盛りだく
さん。
クリスマスには欠かせない、クリ
スマスケーキ作りもありましたよ。
ケーキはみんなの大好物！おいしか
ったね。

世界に一つのクリスマスツリー完成

親子でツリーの飾り付け
「わっ！サンタさんだ！」
１２月２１日（金）クリスマス会開催

皆様、新年おめでとうございます。
平成二十年の輝かしい新春を迎え
られ謹んでお慶び申し上げます。
昨年は、松下村塾開塾百五十年目
の節目にあたり、記念事業として、
若者を対象とした「萩維新塾」を、
シニアを対象とした「平成萩塾」を
開催し、近代日本は萩から始まった
というメッセージを全国に向けて発
信しました。また、いじめ撲滅元年
と称して、萩市内の全小・中学校で
いじめ撲滅（なかよし）宣言の唱和
を行いました。声に出して唱和する
だけで本当にいじめがなくなるかど
うかはわかりません。しかし、いじ
めはいけないのだという意識化は広
がり深まっていると思います。
昨年、一年間を代表する世相漢字
に「偽（ぎ・いつわる）
」が選ばれま
した。偽の意味は、うそをいう。だ
ますです。食品をめぐる偽装や年金
記録不備の問題等が選ばれた理由に
挙げられました。清水寺の森貫主は
「こういう字が選ばれるのは本当に
恥ずかしく、なげかわしい社会だ」
と述べています。

今年は、是非、良い年にして、明
るく、元気の出る世相漢字にしたい
ものです。今年の干支（えと）は、
「戊
子（つちのえね）
」です。十千の「戊」
は、
「茂る」意味で、草木が大地に繁
盛している様子を表し、十二支の「子
（ね）
」は、ねずみで「ふえる」意味
を表しています。良いことがふえる
一年であることを大いに期待します。
本年も公民館が、地域に皆様方に
親しまれ、広く活用されるよう全職
員創意と工夫を凝らし取り組んで参
りたいと思います。
皆様方のご理解とご協力を賜りま
すよう、よろしくお願い申し上げま
すとともに、ご家族皆様のご健勝と
ご多幸を祈念申し上げ年頭の挨拶と
いたします。

著者
ドロシー・ロー・ノルト
「子どもが育つ
魔法の言葉」
より

明るい子に育つ

子どもは、

褒めてあげれば、

須佐は、都会ほど情報があふれて
いるわけではないけれど、この地域
の 方々 や 須 佐 の 自 然と ふ れ あ い な
がら しか学べ ないこ と も 沢山 あり
ます。
自 分 を 成 長 さ せて く れ る 何 か と
日々出会えるといいですね。

乳幼児サークル ばる～んず
代表 柴 田 和 恵

子どもたちは、身近な人を見て様々
なことを覚えていきます。そうして大
人になれば、難しい政治のニュースや
漢字も自然と分かるようになるもの
…と思っていました。
でも、自分がその大人になった今。
自然に身に付くことだけでは随分足
りないということを痛感しています。
意識して自分をレベルアップしてい
かないと、本当の意味で大人にはなれ
ないんですね。今思えばそのための時
間も、方法も、私の周りにいくらでも
あったはずなんですが…。
例えば、学校で友達の作品を見たと
き。
「すごいね。
」と褒めたら、相手の
意欲を高めてあげることができます
よね。さらにもう一言。
「
「ここはどう
やったの？」と言えたら、友だちから
知識と技を得て自分も一緒にレベル
アップできます。
そんな小さなことの積み重ねでも、
大人になるまでの毎日はとても充実
した意味のある時間になると思いま
す。

この日、指導していただいたのは
上三原の村岡万子さん。最初に輪飾
りの由来のお話を聞き、その後、し
め飾り作りに挑戦しました。

参加した子どもたちのほとんどは
しめ飾りを作ったことがなく、わら
をなうことから悪戦苦闘していまし
た。また、意外なことに、大人も経
験のない方が多いのに驚きました。
時間があれば、こうやってみんな
で作って伝統を守っていくというこ
とも大切なことではないでしょうか。
（お金もかかりませんし…）来年以
降も続けたいですね。

しめ飾り完成「できましたー！」

～のびのび教室～
平成十九年も残りわずかとなった
十二月二十三日（日）
、子どもたちに
須佐の伝統を知ってもらおうと『し
め飾り（輪飾り）づくり』が須佐公
民館で行われました。
須佐の輪飾りは、家が永続して栄
え絶えないよう、代々譲り受け、ま
た白髪が生えるまで元気でいられる
ことを願って、橙・譲葉（ゆずりは）
・
裏白（うらじろ）を添えます。
輪飾りは、地域によって違うよう
です。

「しめ縄って、むずかし～」

浄蔵貴所塚（鏡山神社）

浄蔵の墓と言われる浄蔵貴所塚
のある鏡山神社は、まてかた川を河
口より約１㎞上がったところにあ
ります。
浄蔵は、平安時代中期の天台宗の
僧侶で、菅原道真のライバルだった
藤原時平が懇意にしていた参議三
善清行の八男として寛平三年（八九
一年）誕生。母は嵯峨天皇の孫にあ
たる。
浄蔵は、宇多法皇に師事して出
家。比叡山で玄昭に密教を、大慧（だ
いえ）に悉曇学（しったんがく）を
学んだ。九三五年（承平五年）から
九四〇年（天慶三年）にかけて平将
門が関東で乱をおこすと、その調伏
のため修法を行い霊験があり、その
他にも験があったという。

浄蔵は、晩年の天徳元年（九五七
年）都を出て、諸国を遍歴の途中、
高山黄帝社で一夜を明かした。
この時、西方より差した公明を見
て奇異の思いがしたのでこの地を
訪れ、コケむした岩や観音像のよう
な岩など、素晴らしい環境に恵まれ
たこの地を霊地とし、康保元年（九
六四年）七四歳でこの地で亡くなっ
たと言われている。
石段の上には、古来より清水が湧
きだし、眼病に霊効があるとして参
詣者が多かった。

＊悉曇学（しったんがく）とは、中
国や日本における梵字に対する音
韻の学。
悉曇とは、サンスクリットのシッ
ダムを音訳した漢語で、悉曇学は
『大般涅槃経』文字品に対する注釈
学を起源とするとされている。

浄蔵貴所塚

こんにちは！私たちは『育
英スポーツ少年団剣道部』
です。
平成十八年度から、スポ
ーツ少年団に加入し、活動
しています。
練習日は、毎週水曜日と
金 曜日 の午後五時三 十分
より約二時間。山根丁東の
西村武正先生と指導員二
人の先生から厳しい指導
を受けています。
また水曜日は、北谷の豊
田盛先生の指導に よる居
合の稽古もあり、毎年、幕
末 育英 塾や 年始 あけ の 合
同練習で、練習の成果を披
露する場もあります。

剣道は、精神を鍛えます。
また、行儀やしつけも学べ
ます。
昨年（十九年四月）から
部員も十一人と増え、練習
にも気合いが入り、この一
年でかなり上達しました。
年に十回程度の試合も各
地で行われており、私たち
も毎回参加しています。
一月二十七日（日）には
須 佐を 会 場と する 合同 練
習 が 予 定 さ れて お り 、 福
栄、益田の小・中学生を招
待しています。日程は、
午前 合同練習
午後 練習試合
是非、見に来てください！

宅配の路地の奥まで年の暮れ

初空を抱くが如く鶴の舞う

（浦 西） 林 竹子

（青葉台） 津守モト子

（青葉台） 津守マキ子

〈俳 句〉

祝箸並べた席は空席や

寝炬燵や点火果たさず徹夜かな

惚け防止年賀はみんな手書きする

浄水器つけてうまし冬の水

（一 区） 石川崇子

（九 区） 長田トミエ

（上三原） 石橋東岳

（一 区） 福嶋文江

（まてかた） 山崎 尚

寒ぶりに祝目出度く屠蘇の膳

（六 区） 立野イネ子

初詣で御神籤引いてとぼとぼと

汁椀にひらく蜆や波の音

〈短 歌〉

友住家庭はビロードの苔むして
調和のとれし紅の山茶花 （一 区） 福嶋文江

（一 区） 石川崇子

文明の利器に頼れば悲鳴来る
炭火の歴史今はなつかし （九 区） 長田トミエ

永らえし過去の美風に揺れ乍ら
初日拝まん身の幸を

家の巡りを千両・万両彩りて
金は無くても大者の気持ち（本町上） 岩本美子

（六 区） 立野イネ子

寒風の向こうに見える日本海
波乗り越えし小舟舞い行く（青葉台） 田村雅利

訪ふ人もなくてひねもす本読めば
鳩時計鳴る音にも和む

のびのび教室「スキー教室」
●とき ２月 日（日）須佐公民館
７時 分発
●ところ 広島県八幡高原１９１ス
キー場
●対象 萩市内小・中学生及びその
家族、青年教室参加者
●定員
人
●参加費 １５００円（保険料等）
※スキー板レンタル料は別途負担
●申込み・お問い合せ先
１ 月 日 （ 木 ） まで に 須佐 公 民 館
（６・２３１０）または弥富公民館
（８・２０４４）へ

n
i

弥富

〈絵のコーナー〉

新年、明けましておめでとうござ
います。公民館だよりも心機一転。
新しい紙面でのスタートとなりまし
た。
さて、今年は子年。しかも四年に
一回の閏年。家族でいちばん喜んで
いるのが次男（六年）の子。なぜな
ら、誕生日が閏年の二月二十九日な
のです。ということで、今年は私の
家族にとってもいい年になりそうで
す。
皆さん、本年も公民館だよりのご
愛読、よろしくお願いいたします。
編集者 Ｏ・Ｅ

須佐地域の人口（Ｈ19.12.1現在）

スポーツ少年団
卒業記念大会
●とき ３月２日（日）
●ところ 弥富体育館・弥富小学校
体育館
※詳細については、弥富公民館（８
―２０４４）まで

須佐図書館１０周年記念・※子ども教室

１０

エンジョイグラウンドゴルフ大会

鈴小ふれあい参観日

育英小 ６年 中村亜美さん

鈴・弥小縄跳び大会

４０

●とき ３月９日（日）
●ところ 須佐グラウンド
※詳細については、後日チラシを配
布します。お問い合せは、須佐公民
館（６―２３１０）まで。

世帯数
人口
１，１９８戸 ２，６９２人
３１４戸
７３４人
１，５１２戸 ３，４２６人

須佐
弥富
合計

※子ども教室

衣類・日用品雑貨等、不用な物はありません
か？ばる～んずでは只今バザー品を受け付け
ています。
（但し使える物）
受付場所は須佐公民館（６－２３１０）まで。
よろしくお願いします。

サークルばる～んず
のびのびスキー教室

須中オープンスクール（～１１）※子ども教室

（家庭の日）

※子ども教室

曜
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
金

行
事
内
容
須保豆まき（遊びの教室参加）

リサイクルバザーに
ご協力お願いします！

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

