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須佐地域生涯学習推進マスコット
「まな坊」

住民が裁判員となって 参加する
『裁判員制度』が、来年（二〇〇九
年）五月にいよいよスタートとなり
ます。間近に迫ってくるこの制度に
関心を持つ住民の方も増えているの
ではないでしょうか。
「もし自分が選ばれたら」という
不安を持つ住民に、裁判員制度を詳
しく知ってもらおうと十一月二十六
日（水）山口地方裁判所へ弥富やよ
い学級（婦人学級）生が視察研修に
行きました。
この日は、裁判員制度に向けて新
しく建設された法廷で、窃盗事件の
傍聴をすることができました。学級
生全員が初めての体験。法廷へ入る
前から緊張感が漂いました。
法廷は、一番前に裁判官の座る席
と住民から選ばれた裁判員の席が左
右に三人ずつ座れるようになってい
ます。窃盗事件の裁判はこの日が二
回目で、検事と弁護士が被告人への
質問を終えた後、評議無しの即判決
という形になり、学級生は少し驚い
ていました。
裁判の後、裁判を傍聴した感想や
裁判員制度について「辞退はできる
のか」など、裁判官への質問時間を
取ることができました。
十二月に入り、裁判員の候補者に
選ばれた皆さんには、すでに通知と
調査票が送られていることと思いま
す。もう一度この裁判員制度の趣旨
を認識し、慌てずに対処しましょう。
また、次ページには、ＮＨＫ見学
の様子と研修に参加した皆さんの感
想を掲載しています。

その後は、
「とくもり情報」のスタ
ジオを見学。スタジオは建物に入っ
て真っ直ぐ奥のしきりのない一角に。
こんなところで公開をしていたなん
て…。学級生も驚いていました。
また、普段テレビで見ると重たそ
うな後方のセットは素材も軽く、コ
ロ付きで簡単に動かせるようになっ
ていました。

セットにもいろんな工夫が…
説明を聞く学級生

午前中の裁判所を視察した後、午
後は、お昼の「とくもり情報ランチ」
や夕方の「ゆうゆうワイド」を放送
しているＮＨＫ山口放送局を見学し
ました。
ＮＨＫに着くと、
「おかあさんとい
っしょ」で子どもたちに大人気のグ
ーチョコランタンのキャラクター、
スプーとアネムの大きなぬいぐるみ
と一緒に手をふって記念撮影。残念
ながら公開録画はありませんでした
が、学級生は大変喜んでいました。

かわいいキャラクターと一緒に記念写真「はい、ポーズ！」

初めて裁判所に入り判決が
目の前で見られ、感激でした。
ＮＨＫではいつも見ているニ
ュース等、色々な事が詳しく分
かり、勉強になりました。

裁判所では人としてやるべき
でない現実と罪を犯した人の惨
めさを痛感いたしました。山口
放送ではニュース番組を今まで
より身近に感じました。

裁判員制度が始まるのに対して
関心を持った研修並びに見学は、と
ってもよい勉強になり、裁判の実態
を目の前で裁かれる様子を見学す
ることができた。多くの人々が自分
の目で見られたら、これからの社会
の犯罪が少なくなり明るい社会と
なり、犯罪の少ない国になるのでは
ないでしょうか。
（犯罪者の手錠と
補縄は心に強く残りました。
）
ＮＨＫのキャラクターに迎えら
れスタジオ見学をしましたが、放
送・録画される場所がとっても狭く
感じました。

大変よかったです。個人
ではなかなか見ることがで
きなかったので、とっても
勉強になりました。

ニュースキャスターの体験もでき
る放送体験スタジオもあり、放送の
仕組みを教えていただいた後、実際
に座って原稿を読む体験もしました。
体験したのは一人だけでしたが、普
段経験することがないだけに、とて
もいい体験となったのではないでし
ょうか。

その他、ＮＨＫが製作した約六千
本の番組と、山口放送局が製作した
番組を視聴できる番組公開ライブラ
リーや、高画質なハイビジョンの映
像を見ることができる六面マルチ画
面もあり、学級生は画面前に用意さ
れた椅子に座ってしばらく映像を楽
しんだり、
「とくもり情報ランチ」の
スタジオで二人ずつ座って写真を撮
ったりしていました。
この視察研修で、学級生はますま
すＮＨＫ山口放送局の番組を見る楽
しみが増してきたのではないでしょ
うか。

公開スタジオで…「わたしもキャスター？」

萩コミュニティシネマ映画祭が十
一月二十一日（金）から十一月三十
日（日）まで開催され、佐々部清監
督の作品六本が萩ツインシネマの会
場で上映されました。
その中で、原爆の悲劇を投下十三
年後と現代の二人の女性を通して描
いた作品「夕凪の街 桜の国」を十
一月二十二日（土）に見に行きまし
た。
「戦争は二度とあってはならない、
この悲劇を忘れないでほしい」とい
う切実な想いが、映画を鑑賞された
皆さんの感想から伝わってきました。

平和の大切さを痛感しました。原
爆の悲惨さ、後々まで引いていくの
がよく分かりました。
私が引き揚げたのは小学五年生の
時。今でも時々、空襲のことを思い
出します。
七十代 女性
久々の映画鑑賞でした。
原爆の悲劇がいつまでも続いてい
るのを見て、今の自分たちがそれな
りに元気で毎日を送っていることを
幸せに思いました。
六十代 女性

改めて原爆の恐さを思い出しまし
た。いまだに人々の中で尾を引いて
いるのかなと！
六十代
とてもよい映画でした。
私たち家族が須佐へ疎開してから
の広島の原爆でした。私が小二のた
め集団疎開ができず、私のために母
のふるさと須佐に帰りました。六十
何年も前の話です。母の姉が長崎に
いました。原爆の音が雷の音に似て
いて雷が怖いと言っていました。
七十代 女性
二人の女性を通して淡々と物語ら
れる映画を見ながら。私は六十三年
前の昭和二十年八月六日にタイムス
リップした。
八月一日、命を受けて入隊。そし
て酷暑の夏の八月六日八時十五分、
閃光一瞬轟音と共に兵舎は倒壊。気
が付けば真っ暗闇の中に横たわる自
分、意識はある…以略…原爆一発、
広島の悲劇。多くの人の夢や希望が
一瞬にして奪われたことを風化させ
てはならぬ。
最後にこの訴えが欲しかったよう
に思う。
八十代 男性

広島に原爆が投下された後、今後
は一本の草も木も生えないだろうと
言われていました。けれど、現在の
広島は素晴らしい街に生まれ変わっ
ています。
私は今日の映画の中の回想のシー
ンを見て、広島の従兄が汗と血と泥
にまみれ、ふらふらと倒れる寸前の
姿で我が家を訪れた日のこと、そし
て広島の状況を詳しく聞いた時のシ
ョックの大きかったことも、忘れる
ことはありません。
世界の国の中で、唯一の被爆国で
ある日本は、多くの人の苦しみや悲
しみの犠牲の上で今の日本があるこ
とを、時代の流れていく中で、日本
人として決して忘れてはならない事
実であることを、改めて感じました。
そして、苦しみや悲しみを乗り越
えた愛の深さと、家族の絆の大切さ、
命の大切さを現代の殺伐とした世の
中で、今生かされていることの幸を、
感謝して生きていきたいと思います。
七十代 女性

性教育講演会

子育て講座（性教育講演会）が十
二月三日（水）
、須佐中学校にて三年
生と保護者を対象に行われました。
講師は萩市在住の助産師、沖野雅
代さんと中村成美さん。助産師の立
場から命の尊さと思春期における身
体の変化、思春期の男女交際のあり
方などについて、約二時間にわたっ
て熱のこもったお話しが展開されま
した。
講演の中では、ゲストとして来ら
れた妊婦さんの胎児の心音を聞いた
り、男子生徒が重りを付けて妊婦の
体験をしたりと、貴重な体験ができ
ました。

参加された保護者からは、
「性につ
いて子どもと向きあって話すことが
なかなか難しく、そういう中で今日
の話は大変よい機会となりました。
」
と感想を述べていました。

妊婦体験をする生徒たち

乳幼児サークル
ばる～んず
１１月６日 須佐図書館で…

それらの活動を充実させるために
も活動資金は欠かせず、昨年度から
地域の方に協力していただき、バザ
ーを開催しています。
なお、バザー品は、ばる～んずは
もちろん、地域の方からも提供して
いただき、中には全く使ってない物
や一回使ったきりなど、新品の物ま
でありました。
バザー当日は、衣類や日用品など
掘り出し物を求めて多くの方が来場
しました。また、このバザーをきっ
かけに、地域の方とのふれあいの場
がより一層深くなることを願ってい
るばる～んず。今後の活動が楽しみ
です。
地域の皆さんのおかげで、このよ
うにバザーを開催することができ
ました。ご協力ありがとうございま
した。今後ともご支援の程、よろし
くお願いします。
ばる～んず一同

ふるさと愛護作品
人権教育啓発作品
紹介

弥富小 ４年 二瀬瑠菜

育英小 １年 西岡歩美

未就園児の 親子で 活動して いる
「乳幼児サークルばる～んず」によ
るバザーが十二月四日（木）と五日
（金）の二日間、須佐文化センター
で開催されました。

このサークルが立ち上がったのが
平成十七年十月。活動資金ゼロから
のスタート。今は毎月二回のペース
で集まっていますが、会員数も少な
くみんなが集まっても約七組。
今年十月には、活動内容について
話し合いの場を持ち、定期的な絵本
の読み聞かせや歌遊びなどを取り入
れ、もっと充実した内容にしていく
ことを決めたところです。

須佐中 ３年 藤田真由美

育英小 ４年 林 弘樹

バザーの様子

育英小 ６年 伊藤 司

「
お父さん、
休日の生活
見直して・
・
・
」

右の表は、父親・母親が一日のう
ちでどのくらい一緒に子供と過ごし
ているかを調査したグラフです。
これは、それぞれの国の働き方に
も起因すると思いますが、見て分か
るとおり、日本は諸外国に比べて、
特に父親が子どもと過ごす時間が極
端に少なくなっています。
毎月第三日曜日は『家庭の日』で
す。平日、仕事で忙しいお父さんは、
せめて休みの日には、努めて子ども
と接する時間を持ちたいですね。
須佐地域青少年
育成市民会議より

人を差別せず温かく接した家族を、
今も誇りに思っています。
また、私が保育園に通う頃から、
母は私に「お寺のご案内」を地域の
約五十軒に毎月配らせました。幼い
私は何も考えず「ご免ください。お
寺のご案内を持ってきました。
」とそ
れぞれの家を廻るのですが、今思え
ば、母は、私にいろんな人とふれあ
う機会を与え、人の温もりを感じさ
せてくれたのでした。
そして、小学校にあがると、ニワ
トリの世話が私の仕事。休みの日は
ご飯と風呂焚きが仕事です。また、
学校から帰ると、居間の黒板に『下
の田に荷車を押して来てください。
』
とよく書いてありました。田んぼに
行って、母とあぜ草を刈って二人で
荷車を押して帰り、牛に草をやりま
した。牛の可愛さを体感しました。
一方、父は、休みの日には牛車で
山の仕事に私を連れて行きます。高
校入試の前日も山に行ったことを覚
えています。
「牛はの～、買って初め
て牛小屋に入るときに走ってつまづ

萩市立須佐中学校
校長 前 野 哲 夫

私は、昭和二十八年に秋吉台の麓
美東町という農村に生まれました。
高校に進学し、家を離れて下宿生
活を始めるまでの十五年間、今は亡
き両親をはじめ、家族と地域の方々
に、人としての道を教えていただい
たと心から感謝しています。
当時はみんな貧しく、その日食べ
ていくのがやっとという家庭も珍し
くありませんでした。
そんな中、我が家は北朝鮮の家族
のために、家の離れを貸していまし
た。その家には私と同級の「けんち
ゃん」がいて、幼なじみでした。正
月にはお互いの国の料理を「お裾分
け」し合い、家に行くと、寒い冬で
も家族が集まって、それぞれ毛布一
枚で寝ていたことを思い出します。
しかし、けんちゃんと私が小学校に
入学する直前、私の父にだけ「お世
話になった」と話して、古い自転車
とラジオを置きみやげに本国に帰っ
ていきました。地域の人から後ろ指
を指され、さまざまな差別があった
ことは辛かったと思います。私は、

くと、その後、ずっと同じことを繰
り返すど。人も同じじゃ、最初が肝
心じゃ。
」と教えてくれました。
また、農繁期になると、近所の大
人に混じって田植えや稲刈りを手
伝いました。一生懸命負けないよう
に頑張る私を尻目に、どんどん先に
行く大人のすごさを感じました。一
休みして、近所のおばさんから「哲
ちゃん、よう頑張るね～。その内上
手になるよ。
」と声をかけてもらい
ました。地域ぐるみで、まるで家族
のように育てていただいたことを、
心から有り難いと思います。
我が家では、子どもがよく手伝う
と牛乳をプレゼントしてもらう習
慣がありました。父が「哲っちゃん、
ようやったの～。牛乳を買うて来
い。
」と言うと、私はお店屋さんで
「牛乳五本ください。
」そのおいし
さは、今も忘れられません。
「働く」という言葉は「傍（はた）
を楽にする」を語源にしているそう
です。子どもも人の役に立ち褒めら
れることで満ち足りた気持ちにな
ります。
次の世代につながる子育て・・・。
みんなで助け合い、支え合う社会の
実現に向けて、大人の背中で子育て
をしたいものです。

２７

ゾウと人間の命をかけた物語。劇
団四季の「むかしむかしゾウがきた」
が左記の日程で開催されます。
～大昔、唐の国から日本へ送られて
きた一頭のゾウ。やがて戦が始まる
とゾウを殺すようにとの命令が！世
話をする太郎衛門はいかに…。～
心あたたまるミュージカルを家族
やお友達と一緒に観劇してみません
か？
○日時 平成 年１月 日（火）
午後６時開場
午後６時 分開演
○場所 萩市民館 大ホール
○チケット（全席指定）
・前売り券 ４、２００円
（当日は５００円増し）
※３歳以下は無料
３０

○なお、チケットの販売については、
須佐公民館窓口に設置されている公
演チラシで案内しています。
また、須佐公民館（６―２３１０）
でも斡旋しています。

採掘用機器の残骸

今は、閉山されており、採掘当
時の面影を見ることはできません
が、採掘現場では鉱石を運搬して
いた、トロッコの車輪や線路、発
掘用の機器が野ざらしで放置され
ています。鉱区面積二六四六 、
接触鉱床で大部分は風化された褐
鉄鋼で、一部磁鉄鉱を含んでおり、
小規模のマンガン鉱床（品位二〇
％～三〇％）もあります。品位は
鉄五五～六五％、月産一千トン、
埋蔵量十五万トンでした。

ha

～世界遺産暫定一覧表記載～

旧熊野鉱山は、鈴野川の上流阿武台に
あります。
熊野鉱山は、藩政時代にすでに開発さ
れ、萩市前小畑の毛利家反射炉で製錬さ
れていたという史実もあります。

坑口跡

明治時代の終わりから大正の初
めにかけて、
、弥富村阿部繁三郎ら
が稼働したが遂に成功を見ずして
挫折、その後鉱区権者も転々とし
て、第二次世界大戦中から再び採
掘に着手し、終戦後は、熊野鉱業
の手によって積極的に採掘され、
大いに賑わいました。

熊野神社跡

２１

生活に追われ、私たち主
婦の毎日は、慌ただしく過
ぎていきます。
そんなとき、ふと目にす
る季節の花の可憐な姿や
色の美しさ、風物の形の面
白さなど描く心得があっ
たらどんなに素晴らしい
でしょう。絵手紙が描けた
ら、心にゆとりを持ち潤い
の ある 生活がで き る よ う
になるのでは…と、同じ気
持ちを持つ仲間が集まり
平成十六年から『絵手紙教
室』が始まりました。
山田先生の軽妙な話術
と巧みな指導に時間の経
つのも忘れ、作品と取り組
んでいます。

思い通りに 表 現で きな
いことも多いのですが、～
下手でいい 下手なほうが
い い ～と おっしゃ る 先 生
の言葉に励まされ、毎月二
回の教室を楽しみに公民
館へ集まっています。
絵手紙は、「言葉も絵の
うち」と言われますが、短
い時間で はなかなか素敵
な言葉がひらめかず苦心
しています。
代表 野村順子
○連絡先 須佐公民館
℡６―２３１０

鮟鱇の鍋を囲みし二人酒

海鳴らし山をならして北風吹ける

親と子が懸命踊る秋祭り

（横屋丁） 茂刈富江

（上三原） 石橋東岳

（青葉台） 津守モト子

（浦 西） 林 竹子

〈俳 句〉

冬の雪変換キーをまどわかす

（まてかた） 山崎 尚

色づいて実の多さ知る柚子の枝

（一 区） 石川崇子

（青葉台） 津守マキ子

あんこう

炬燵にて予習するよと寝息かく

一山の紅葉に抱かれ無住寺

（一 区） 石川崇子

津和野路や句碑にやさしきソバの花 （六 区） 立野イネ子

〈短 歌〉

初冠雪早上仕舞せと声なき声が
刻の流れを教え給へる

雨の音ゆうげは手抜きで有り合わせ
昨日の味も今日の味で
（青葉台） 田村雅利

２０

３０

成人の日

※（ 図・公）

のびのび教室「スケート」（浜田）

※（ 図・公）
習字教室

※（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。

今年もあとわずか。年を追う毎に
一年過ぎるのが早く感じられるの
は、私だけでしょうか？
時代の流れか、子どもたちの遊び
も変わり、お正月らしさが年々薄く
なって きて いるのも淋しく感じら
れ、小さい頃遊んだ、はねつき、凧
揚げ、コマ回し、かるた大会など…
なつかしく思います。
文化継承するためにも、せめて季
節毎の伝統行事は続けていきたいで
すね。お正月には家族団らん「福笑
い」なんていかがですか？
編集者 Ｏ・Ｅ

※（ 図・公）

２１

２１

２１

２４

●のびのび教室「スケート教室」

消防出初式

●のびのび教室「七草がゆを作ろ
う！」

※（公）

○と き 平成 年１月 日（土）
※午前８時までに須佐公
民館へ集合
○ところ サンビレッジ浜田
○対 象 須佐地区小学生～一般
○参加費 中学生以下１０００円
大人１５００円
○申込み 平成 年１月７日（水）
までに須佐公民館へ
○その他 詳細については、学校
経由で案内チラシを配布していま
す。
★広報紙のお問い合せは、
須佐公民館 ６―２３１０
弥富公民館 ８―２０４４

世帯数
人口
前月比
１，１８８戸 ２，６３９人 （－５人）
３１０戸
７０７人 （＋１人）
１，４９８戸 ３，３４６人 （－４人）

須佐
弥富
合計

習字教室

○と き 平成 年１月７日（水）
午前９時 分から
○ところ 須佐公民館 集合
○対 象 須佐地区小学生～一般
○参加費 一人１００円
○申込み
月 日（水）までに
須佐公民館へ
○その他 当日は七草探しから始
めます。あらかじめ、本などで調
べてみるのもいいですね。
なお、七草がゆを
食べたあとは引き続
き放課後子ども教室
を行います。

須佐地域の人口（Ｈ20.10月末現在）

※（図）

子育て支援プロジェクト（江崎公）

※（公）
色えんぴつ画教室

※（公）
地域内小・中学校始業式

※（図・公）
のびのび教室「七草かゆ」

１２

萩市成人式（萩市民館）

３０

※（公）
公務始め

容
内
事
行

※（図）

１７

曜
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
金
土

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

●クリスマス会（須佐地区）
○と き
月 日（土）
午後１時 分から
○ところ 須佐公民館
３階大ホール
○対 象 須佐地区の小学生
○参加費 一人一〇〇円
○その他 お気軽にお越し下さい。
１２

