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須佐地域生涯学習推進マスコット
「まな坊」

今回で四二七号を迎えた﹃須佐地
域 公民館だより﹄
︒皆さんには︑毎
月ご愛読いただいていることと思い
ます︒
さて︑この公民館だよりですが︑
この度﹁平成二十年度山口県公民館
報コンクール﹂において︑見事﹃会
長賞﹄︵最優秀賞︶を受賞しました︒
萩市では三見公民館も特別賞で受賞
されています︒
このコンクールは毎年開催されて
おり︑平成十八年度に﹁ボリューム
賞﹂
︑平成十九年度に﹁奨励賞﹂と今
回で三年連続の入賞となりました︒
毎月投稿していただいている地域
の皆さんの原稿や︑行事毎に掲載さ
せていただいている活動写真︑また︑
周りのスタッフからのアドバイスや
ご教示︒これまで続けてこられた前
担当者の皆さん︒いろんな方に支え
られながら四二七号まで発行できた
ことを心から感謝します︒
授賞式は二月五日︵木︶
︑山口県庁
で開催された公民館職員研修会の前
に行われ︑賞状と盾を受け取りまし
た︒参加職員の見守る中︑極度の緊
張もありましたが︑会長賞という素
晴らしい賞をいただいたことに感動
し︑胸がいっぱいになりました︒
今後も写真の取り方︑紙面構成︑
情報収集など工夫した広報紙作りに
励み︑地域の皆さんに︑読みやすく
分かりやすい︑また︑楽しい公民館
だよりとして末永くご愛読していた
だくため︑努力していきたいと思い
ます︒これからも︑よろしくお願い
します︒

一月二十五日︵日︶
︑サンビレッジ
浜田で︑のびのび教室﹃スケート教
室﹄が開催されました︒
毎年︑子どもたちに大人気のこの
行事︒今年も定員四十名がすぐ満員
となる人気ぶり︒氷の上を滑る快感
が気持ちいいのでしょう︒
平成十八年のオリンピック競技種
目フィギュアスケートで︑荒川静香
さんがメダルをとって以来︑ますま
す人気がでてきたウインタースポー
ツでもあります︒

みんなで手をつなげば大丈夫！

また︑今年は子どもと一緒に参加
した保護者も積極的に滑っていまし
た︒お父さんもお母さんもスケート
は慣れたもの︒上手く滑れない子ど
もたちと一緒に並んでコツを教えた
り︑手をとって一緒にリンクを回っ
たりと︑子どもたちと楽しい時間を
過ごしていました︒
中には︑
﹁ぐるぐる回るだけは飽き
ました﹂と言って︑インストラクタ
ーの方に小さい円のまわり方を教わ
ったり︑後滑りを練習するお母さん
の姿も見られました︒
帰りは︑さすがに疲れて寝る子も
⁝︒来年も是非︑奮って参加してく
ださい︒

須佐地域人権教育講演会

二月一日︵日︶
︑弥富小学校で男女
共同参画や子どもの健全育成活動を
中心に展開されている﹁やまぐちネ
ットワークエコー︵代表西山香代子
さん︶
﹂の会員五名を講師に﹃わたし
らしく︑あなたらしく〜世代を越え
て共に考えよう〜﹄という演題で講
演会が開催されました︒
当日は︑弥富小︑鈴野川小の児童
や︑地域の方など約五十名の来場が
あり︑皆さんがよく知っている昔話
の続編を紙芝居にして話が展開され
ました︒お互いの違いを認め合い︑
みんなの知恵を合わせれば素晴らし
い力となることを学びました︒
人権について︑世代を越えて考え
ることのできた講演会となりました︒

紙芝居をとおして人権を考える講師と参加者

雨︑風︑雪などの悪天候に関係な
く楽しめるのも人気の秘密でしょう︒
この日のスケート場は︑他団体も
たくさん来ていてロビーも混雑して
いました︒
参加者は︑スケート靴に履き替え
ると﹁いいよ﹂の合図で一斉にリン
クへ飛び出していきました︒
毎年このスケート教室に参加して
いる子どもたちは滑り出しも好調︒
スピードも増して︑鬼ごっこをしな
がら楽しんでいました︒

子どもにスケートを教えているお母さん…微笑ましい

一月二十日︵火︶
︑弥富公民館でさ
つき学級︵高齢者学級︶が開催され
ました︒講師は︑読売新聞山口総局
の田上賢祐局長で︑
﹁二〇〇九年どう
なる山口︑どう変わる私たちの暮ら
し﹂と題して講演いただきました︒
最初に︑ＤＶＤを視聴しながら新
聞の歴史︑新聞を見ながら構成や読
み方などの説明がありました︒また︑
﹁今日は何の日﹂という題目で︑学
級当日はアメリカ大統領オバマ氏の
就任の日であるという話題から︑ア
メリカと日本の関係についてお話が
ありました︒山口県の年間輸出額二
兆一千万円の約一〇％がアメリカで
あること︑岩国の在日米軍基地の存
在など︑山口県とも深い関わりがあ
るとのことでした︒

熱弁の読売新聞山口総局田上局長さん

最後に︑新聞記者の視点から︑年
金制度についての問題点として﹁年
金受給額の不足﹂
﹁若い世代の将来受
給の不安による未払い﹂
﹁財源不足﹂
など︑現在論議されている消費税引
き上げの問題も含めて︑現在の状況
や今後の予測についての見解など︑
多岐にわたった内容でした︒
活字を読むことの大切さ︑いろい
ろな政治・経済の問題を自分なりに
整理して考えていくことの重要さを
学ぶことができ︑学級生のみなさん
の評判も上々でした︒

○×で問題に答える学級生

一月二十八日︵水︶
︑弥富公民館で
弥富やよい学級︵婦人学級︶が開催
され﹃レクリェーション﹄を行いま
した︒
講師は︑レクリェーションコーデ
ィネーターの長谷英治さん︒真っ赤
な蝶ネクタイをした扮装で登場︒
まず紙テープを使ったふしぎ﹁メ
ビウスの輪︵ねじれた輪の真ん中を
切ると大きな一つの輪になる︶
﹂を見
た後︑みんなでストレッチ体操をし
ました︒中でも﹁グーパー﹂はレク
レーションの定番メニュー︒何度や
っても間違えてしまう動作に︑思わ
ず笑顔がこぼれる学級生︒

円盤ジャンケン「最後の勝負！ジャンケンポン」

今度は二つのグループに分かれて
対抗ゲーム︒赤白の円盤を持って向
きあった者同士でジャンケンをし︑
勝った方が負けた方の円盤を裏返し
て︑紅白の数で競うというゲーム︒
また︑両手を使った巻紙競争︑０
から９までの数字カードで問題を解
く﹁計算問題﹂など︑場の空気も徐々
に上昇︒学級生誰もが必死になって
ゲームに奮闘している中で︑いつし
か笑い声も高まっていました︒

★ここで問題︒さあ︑何と読むので
しょう？︵悩活性化問題︶
①千歳緑 ②深黄 ③鳩羽紫
︵答えは最後のページで︶

﹁今日は本当に来て良かった﹂と学
級生︒心も体も思いっきりリフレッ
シュできたレクリェーションでした︒

折り紙のコマ作り工作

絵を描き終えると︑
いよいよ外へ︒
しかし揚げ方が分からない子どもた
ちは︑凧を持ったまましばらく立ち
往生していました︒そこへ﹁走った
らいいよ﹂のお母さんの声で一斉に
走り出すと︑風の勢いでふわっと上
空へ︒子どもたちは大喜び︒その後
は︑うれしくて走りっぱなしの子ど
もたち︒お母さんは﹁寒〜い！﹂と
言いながら子どもたちの後を追い掛
け少し疲れた様子でした︒
めいいっぱい楽しんだお正月遊び︒
これからも続けていってほしいです
ね︒

親子で凧揚げ「たこ、たこ、あがれー」

一月十五日︵木︶
︑新年を迎えて初
めての活動を行いました︒
お正月といえば︑かるたや凧揚げ︑
コマ回しにはねつきなどの遊びが定
番︒この日は︑凧揚げをして遊びま
した︒

まず︑お母さんが買い物袋で凧を
作ります︒骨組みも入らず数分で作
れる骨なし凧︒﹁凧揚げ︑なつかし
ー！﹂と話をしながらテキパキと作
っていきました︒
お母さんが凧を作ると︑今度は子
どもたちが色つきマジックで絵を描
きました︒その絵の上手なこと︒ま
るだけで描いた絵だけれど︑ちゃん
と目︑鼻︑口︑輪郭と顔のバランス
がとれていて︑鼻には二つの黒い点
も⁝︒ブタさんでした︒

二月三日は節分の日︒この日︑須
佐保育園では毎年恒例の﹁豆まき行
事﹂が行われました︒
最初に︑遊びの教室の子どもたち
が︑須佐保育園の園児さんに自己紹
介︒
﹁鬼のパンツ﹂をみんなで踊って
園児さんの豆拾い競争を見た後︑手
作りの大きな鬼に﹁鬼はー外！﹂と
言いながら新聞紙で丸めた豆を園児
さんと一緒に投げて鬼退治︒
いつもと違う様子に︑教室のお母
さんは﹁今年は鬼出ないの？﹂と少
し残念に思っていた矢先︑
﹁ドン！ド
ン！﹂と窓を叩く音が︒恐ろしい扮
装をした赤鬼と青鬼の登場です︒

逃げ回る子︑怖くて泣き出す子︑
園内は大パニック︒遊びの教室の子
どもたちもお母さんに必死でしがみ
ついていましたが︑勇敢に戦ってい
る子どももいました︒
最後は︑子どもたちの勇気ある行
動に鬼が恐れをなして退場︒子ども
たちは鬼が逃げ去った後もしばらく
きょろきょろと辺りを見回していま
したが︑安心すると顔に笑顔が戻り
ました︒
怖かったけど鬼退治をして満足げ
な子どもたちでした︒

「さあ！かかってこい！」と言ってるのかな？

お母さん、凧作りがんばって！

園児さんと鬼退治「鬼はー外！」

山口県立奈古高等学校須佐分校は︑
平成二十二年三月をもって廃校とな
ります︒
昭和二十三年九月十三日に︑須佐
町隣保館を校舎とする須佐分校定時
制からスタートし︑昭和四十六年度
には定時制募集を停止︑全日制普通
科が新たに設置され︑今日に至って
います︒
この校舎で︑多くの生徒が学び卒
業していきました︒数々の思い出が
残っているこの校舎が廃校になるこ
とは︑とても寂しく感じます︒
この廃校に伴い︑須佐分校では︑
設立当時の﹃隣保館﹄の校舎写真を
探しています︒
もし︑お持ちの方がいましたら︑
ご提供いただけたらと思います︒よ
ろしくお願いします︒

●連絡先
奈古高校須佐分校 ６︱２３２０
須佐公民館
６︱２３１０

山口県立奈古高等学校須佐分校
教頭 野 村 泰 彦

須佐分校に着任して︑一年が経と
うとしています︒これまで地域の皆
様 には︑本 校教育の 推進のた めに
色々と御支援と御協力を賜り︑厚く
お礼申し上げます︒
さて︑近年︑表現力は元より︑自
分の思いを上手く伝えられない︑相
手の気持ちをしっかり受け止められ
ないなど︑
﹁子どもたちのコミュニケ
ーション能力の低下﹂が問題とされ
ています︒その原因の一つに︑家庭
ゲーム機の普及がよく言われます︒
我が家の子どもたちも例外ではな
く︑一時は一日中興じていることも
あり︑親としても心配となり︑どの
子どもにも外で遊び︑学校では部活
動への加入を勧めたものでした︒

先日︑車のラジオから︑この﹁コ
ミュニケーション能力の低下﹂につ
いてのコラムを耳にすることがあり
ました︒そこでは︑携帯電話もその
一つの原因に挙げていました︒
携帯電話には︑家族の方の取り継
ぎ行為がないと言うのです︒些細な
ことですが︑私たちは利便性を追求
するあまりに︑こうした小さな積み
重ねに気付いていないように思いま
す︒

ところで︑私は本校に着任する
前に︑夜間定時制高校に勤務して
おりました︒現在の定時制高校
は︑かつてのような勤労学生だけ
ではありません︒全日制を中退し
た者︑中学校時代に不登校であっ
た者など様々です︒そして︑生徒
たちの心を開かせることが最も
大きな課題であり︑生徒たちとの
ふれあいを大切に考える中で︑い
つからか生徒たちの登校を全教
員が出迎え︑始業までの時間を共
に語り合うようになりました︒
︵通称コミュニケーションタイ
ム︶
私たちは日頃から子どもたち
の声をしっかり聞き︑そして︑子
どもたちを取り巻く社会の変化
をしっかり捉えているでしょう
か︒
いま︑こうした事柄を御家庭で
顧みることが一番大事であるよ
うに思います︒

奈古高校須佐分校校舎

一月十八日︵日︶
︑須佐スポーツ振
興会が弥富交流促進センターで研修
会を行いました︒
毎年︑各支部の引き受けで行うこ
の研修会︒今年度は弥富支部の引き
受けで︑ニュースポーツ﹁バウンス
ボール﹂の研修を行いました︒

︻バウンスボール︼

い をしてし まったり と珍プレ ーも
多々見られましたが︑そこはスポー
ツを愛好する皆さん︒最後はラリー
が続く白熱した展開となる︑楽しく
有意義な研修となりました︒

初めてバウンスボールを体験する会員

名︵先着順︶

○参加費 無料
○定 員

○申込み 須佐公民館

分

なお︑スポーツ振興会では広く生
涯スポーツの推進を図るため︑今回
行った﹁バウンスボール﹂の体験教室
を行います︒興味を持たれた方︑ス
ポーツが好きな方はぜひお気軽にご
参加ください︒
日︵日︶
時

３０

○と き ２月

分〜

１１

○ところ 須佐文化センター
多目的ホール

９時

２２
３０

昭和六十二年に鳥取市で考案さ
れたニュースポーツ︒直径 二十五㎝
ほどの柔らかいボールを素手で打
ち︑相手コート枠内に打ち返すテ
ニスみたいなスポーツで︑ワンバ
ウンドしたボールを一回で打ち返
す︒コートの広さはバトミントン
のコート程度で︑ネットを挟み一
チーム三人でプレーするのが基本
で︑シングルス︑ダブルスも可能︒
一セット十五点の三セットマッチ︒
子どもから高齢者まで幅広く楽し
める生涯スポーツ︒
誰もが初体験の﹁バウンスボール﹂
︒
概要とルールの説明を聞いた後︑そ
れぞれチームを編成し︑ゲーム形式
で研修開始︒
会員はみな簡単なスポーツと思っ
ていたものの︑サーブやレシーブが
なかなか思うように打てず悪戦苦闘︒
バレーのクセでついノーバウンドで
打ってしまったり︑ボールのお見合

２０

育英館と松下村塾の交流
ちかのぶ

益田家三十三代親 施 は︑学制を改
革し﹁文学﹂のみならず﹁武道﹂に
も力を入れ︵文武両道︶︑学舎の増
築も行った︒
親施は吉田松陰と親交が深かった
お ぐ に ゆうぞう

小国融 蔵 を館長とし︑親施自身も松
陰の兵学の門人であることで︑松下
村塾との交流が行われるようになっ
た︒

益田親施

須佐からは︑益田邦衞︑本尾官
治︑荻野隼人︑内藤勝重︑大谷茂
樹︵樸助︶︑宇野省三︑宅野定義
︵品川武馬︶の七名が松下村塾に
入塾︒また松下村塾からは︑久坂
玄瑞︑伊藤博文︑品川弥二郎︑山
田顕義などが育英館に派遣され
た︒
松陰は︑安政五年四月︑須佐か
ら来た七名が帰郷する際︑須佐の
学生の向学意欲を高く評価﹁嵩佐
七生帰邑贈言﹂を贈り七生の奮起
を促した︒また︑松陰の信頼の最
も厚かった大谷茂樹には︑﹁士規
七則﹂が贈られた︒
松陰没後も松下村塾の門下生
と須佐との間には連絡が絶えな
かったといわれている︒

吉田松陰

農閑期を利用して十月
か ら 翌年 三 月ま で の六 ヶ
月間︑木曜日が編み物教室
となっています︒弥富公民
館で生涯学習の場として︑
若い人からお年寄りまで︑
同 じ 趣味 を もつ 人 が集 ま
り︑年齢を重ねた層の幅広
いグループです︒
毎月︑第一木曜日は手芸
となっており︑帽子︑マフ
ラ ー をは じ めコ サ ージ ュ
等 の いろ い ろな 小 物を 作
っています︒次の週から編
物です︒鉤針︑棒針︑その
他 を 使っ て 大田 紀 代先 生
の指導のもと︑いろいろな
作品に取り組んでいます︒

初めての方たちにも基
本 か ら手 を とる よ うに し
て教えられています︒一つ
の作品に向かって頑張り︑
出 来 上が り は充 分 では な
く て も喜 び は何 枚 編ん で
も同じです︒教室も﹁痴呆
の予防に一役﹂とか云いな
がら︑雑談あり︑笑いあり
ですが︑手はあみ棒より離
れていないようです︒本当
に楽しい教室です︒
代表 児玉フサ子
℡８︱２１０７
﹁老いてなお
はつらつ話す友は今
編物教室に
通いいると言ふ﹂
︵会員より︶

︿俳 句﹀

指折れば一月は逝くスピードで

︵浦 西︶ 林 竹子

板チョコをぱきんと割って春立ちぬ ︵横屋丁︶ 茂刈富江

︵山根丁東︶ 仁保逸郎

︵青葉台︶ 津守モト子

撒く餌に目が笑ってる寒雀

春立ちぬせせらぎの音弾ませて

︵青葉台︶ 津守マキ子

︵まてかた︶ 山崎 尚

葉牡丹の花芯の露の輝けり

︵上三原︶ 石橋東岳

立春や蕾は硬い進学生

初もうで昔の悪友にはたと会い

浮寝鳥大空羽ばたく夢見しや

︵六 区︶ 立野イネ子

︵一 区︶ 石川崇子

ちょっとでも節約したら気持ちいい︵下三原下︶ 村田仁史

たどりつく夢の九十路や初日影

︿短 歌﹀

遍路旅伊予の寒風身に凍みし
念珠持つ手やかじかみ震う︵青葉台︶ 田村雅利

華かに生きるも貧しく生きる身も
花の命にもろ手合わせる ︵一 区︶ 石川崇子

今日一日の喜び事を見付けよう
何もなければ無事たりしこと ︵本町上︶ 岩本美子

※（図・公）

ソフトバレー弥富大会

※（図）

（図）は須佐図書館、
（公）は各公民館、
（須公）は須佐公民館
（弥公）は弥富公民館、各保育園・学校については略してあります。

★悩活性化問題の答え

須佐地域の人口（Ｈ20.12月末現在）

※（図）
地域内保育園卒園式

●須佐さつき学級﹁火災予防につ
いて﹂

春分の 日

今年︑早くも喜びの第一報が飛び
込んできました！﹁須佐地域 公民
館だより﹂が山口県公民館報コンク
ールで会長賞受賞︵表紙紹介︶
︒
幸先のいいスタートで始まった平
成二十一年ですが︑一方では政治︑
経済と揺れ動くような議論が飛び交
っているようです︒その中でも︑
﹁食﹂
については︑私たち消費者にとって
も大変な問題となっています︒我が
家でも︑今一度家庭を見直し︑食事
はできるだけ﹁手作り﹂を食べたい
ところですが⁝︒
編集者 Ｏ・Ｅ

習字教室

︵弥富やよい学級から︶
①ちとせみどり
②ふかきき
③はとばむらさき

※（図・公）

○と き ３月 日︵金︶
午前 時から
○ところ 須佐公民館 講座室
○講 師 萩市消防本部 職員

地域内小学校卒業式

●弥富やよい学級﹁エネルギー教
室﹂

須佐あおば勉強室「エネルギー教室」

●須佐やよい学級﹁エネルギー教
室﹂

※（図）

○と き ３月 日︵火︶
午前 時から
○詳細は差込の案内チラシで掲載︒

須佐さつき学級「火災予防について」

○と き ３月４日︵水︶
午前 時から
○ところ 弥富交流促進センター
ふれあい研修室
○講 師 中国電力︵株︶
山口営業所 職員
○申込み ２月 日︵月︶までに
弥富公民館へ

※（図・公）

須佐浦東の故大丸ヨシ子さんか
ら約７００冊の図書と書棚１台︑
ＤＶＤ１００点が贈呈されました︒
その中でも児童書が約５７０冊
大型絵本が９冊と︑子どもの本が
たくさん含まれています︒
これからも︑多くの方のご利用
をよろしくお願いします︒

須佐中卒業式

★広報紙問い合わせ先
○須佐公民館 ６︱２３１０
○弥富公民館 ８︱２２４０

※（図・公）

●エンジョイグラウンドゴルフ大
会
○と き ３月８日︵日︶
午前９時開会式
○ところ 須佐グラウンド
○対 象 須佐地区内の一般成人・
児童・生徒
○参加費 大人１００円︑子ども
無料
○申込み ３月２日︵月︶までに
須佐公民館へ
○その他 雨天中止

●弥富さつき学級﹁火災予防につ
いて﹂
○と き ３月 日︵水︶
午前 時から
○ところ 弥富交流促進センター
ふれあい研修実
○講 師 萩市消防本部 職員
○申込み ３月２日︵月︶までに
弥富公民館へ

世帯数
人口
前月比
１，１９６戸 ２，６４３人 （±０人）
３１０戸
７０４人 （＋１人）
１，５０６戸 ３，３４７人 （＋１人）

須佐
弥富
合計

色えんぴつ画教室

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

※（図）

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

第５回須佐エンジョイグラウンドゴルフ大会

木
金
土
日
月
火
水

習字教室

5
6
7
8
9
10
11

弥富さつき学級「火災予防について」

１３

１０

１７

１０

曜
行
事
内
容
日
月 パソコン教室
火 パソコン教室
水 弥富やよい学級「エネルギー教室」
日
1
2
3
4

１０

２３

１１

１０

