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須佐地域生涯学習推進マスコット
「まな坊」

夏休みも終わりに近づいた八月二
十五日（月）
、のびのび教室「高山登
山と自然観察」を開催しました。
一年生から六年生までの小学生十
二名と大人四名が参加し、夏の高山
山頂をめざし麓から歩いて登りまし
た。
始めは、笑顔で出発したものの、
坂を登り始めて十分ぐらい経った頃
「疲れた～」
「休憩しよう」など普段
坂道を歩きなれてないせいか、早く
も音を上げる声が聞こえました。
しかし、苦しいのはこれから！ ま
だまだ急な坂道が続きます。子ども
たちは、苦しさを紛らわすため元気
に歌を歌ったり、木の実を拾ったり、
時には大人の方にタオルで引っ張っ
てもらったりしながら、二時間十分、
ようやく頂上にたどり着きました。
この日は、日射しも出て眺める景
色も遠くまで見渡せることができま
した。
景色を楽しんだ後は、みんなでお
弁当を食べました。お腹がいっぱい
になると、みんなの顔にまた笑顔が
戻りました。
その後、国指定天然記念物の高山
磁石石に方位磁石を当てて観察した
り、
「風穴」と呼ばれる場所までロー
プを伝って下り、穴をのぞいてみた
りと、高山散策をしました。
帰りは、黄帝社へ寄り道（かなり
きつい道のり）し、途中走って下る
などしながら無事帰途につきました。
最後の夏休みを身体ごと十分満喫
した一日でした。
皆さん、お疲れさまでした。

八月十四日（木）、午前八時から、
弥富グラウンドにて弥富地区対抗ソ
フトボール大会が行われました。
今年は四チームが参加。トーナメ
ント形式で行われ、選手と観客合わ
せて約八十人がグラウンドに集まり
ました。
選手は十代の中学生から、六十代
の方までと、とても幅広い年代から
参加があり、和気あいあいとした大
会となりました。
大会結果は次のとおりです。
○優勝：九区
○準優勝：十一区
○三位：七区及び十三区

表彰式…優勝旗をもらう９区チーム

鈴野川小学校の子ども達が、昨年
の半ばから休み時間や放課後子ども
教室の時間を利用し、自主的に始め
た卓球。先生達にも勝つようになり、
大会に出たいとお願いしていました。
そこで、去る八月二十五日（月）、
六年生の長谷川寛くん、五年生の中
村昇容くん、四年生の中村昇珍くん
が萩ウェルネスパークで開催された
萩市卓球協会主催の「第一回萩市小
学生卓球大会」に出場しました。
出場前は、今までほとんど同じメ
ンバーとしか戦った事が無かったた
め、緊張していた三人でしたが、な
んと中村昇容くんは優勝、長谷川寛
くんは三位という結果を収めました。
中村昇珍くんは残念ながら二回戦で
敗退してしまいましたが、みんなよ
く頑張りました。
～子どもたちの感想～
今回は三位で悔しかったので、も
っと練習をして次は一位になりたい
です。
（六年 長谷川 寛くん）
試合の時は緊張したけど、普段ど
おりの力を出して優勝することがで
き、とても嬉しかったです。
（五年 中村昇容くん）
入賞はできなかったけど、どの試
合も一生懸命戦って、最後には一勝
できたのでうれしかったです。
（四年 中村昇珍くん）

八月十五日（金）
、第二十八回須佐
地区対抗軟式野球大会が須佐グラウ
ンド、須佐中グラウンドを会場に七
チームの参加により行われました。
参加者の減少から新しいチーム編
成となって初めて行われたこの大会。
優勝目指し、大会前に練習を行い結
束を深めたチームもあったようです。

試合は一点を争う息詰まる熱戦か
ら打線が爆発し一方的な展開の試合
などさまざま。
そんな中にもこの大会に参加する
ことを楽しみに帰省された方と、地
元在住者がグラウンド内外で旧交を
温めあう光景は、微笑ましいもので
した。
選手の皆さん、役員の皆さん、暑
い中、大変お疲れさまでした。

試合結果は、左記のとおりです。

●準優勝…入江・水海

●優勝…上三原・堀田・帆柱・下三
原
※上三原・堀田は前チーム編成から
三連覇！

ナイス バッティング！

〈須佐地区〉

盆踊りを楽しもう会（須佐子育連
主催）の夜店もありました。

「さあ、踊りましょう！」
「わ～！いっぱい取れたね」

八月十四日（木）弥富、鈴野川地
区、八月十五日（金）須佐地区にて
盆踊り大会が行われました。
踊りも各地区で違い、一人一人個
性あふれる踊り方で、見学者を和ま
せていました。

〈鈴野川地区〉

〈弥富地区〉

鈴野川増進施設で・・・
大人の後に付いていく子どもたち

八月二十九日（金）
、午後七時半か
ら弥富公民館で萩おもしろ雑学セミ
ナー「落語漢方百話」が行われまし
た。
講師は萩市東田町で漢方専門の薬
局「長全堂」を経営されている村岡
逸朗さんです。
内容は、落語の成立についての話
や、寄席で落語を見る時の作法（桟
敷席が断然オススメとの事）につい
て、落語と講談以外の芸を色物と呼
ぶ、といった事など多岐にわたるも
のでした。
中でも話題の中心は、落語に出て
くる薬の話や、薬の使い方の話です。
村岡さんは漢方専門の薬剤師だけあ
って、当然漢方薬の知識が膨大です。
目薬を「めじり」に付けろ、と説
明書きにあるのを、
「女しり」と勘違
いした男が、女房の尻に目薬を付け

る話を取り上げられ、目薬に「粉薬」
はありえない、といった話や、惚れ
薬として有名なイモリの黒焼きは、
実際はただの炭なので、薬効はおそ
らく無く、その他に流通していた他
の様々な黒焼きも薬効は無い事など、
様々な面白い話を、落語のあらすじ
に沿って話されました。
この他にも、昔も今も変わらず伝
わる薬や、漢方薬の原料の話、さら
には実物のイモリの黒焼きとそのい
われ（本当はヤモリであること）な
ど、興味深く愉快な話ばかりで、約
六十人が集まった会場は笑いに包ま
れていました。
村岡さんは「落語はした事が無い」
とおっしゃっていましたが、絶妙な
間合いとよく通る声、豊かな表情は、
受講者の心を掴んだようでした。

クイズの後は、子どもたちお待ち
かねのミニカー組み立て。説明書を
見ながら親子で一緒にミニカー（乾
電池で動く）を組み立て、電動カー
の仕組みを学びました。
出来上が
った後は、
実際に走ら
せ一人ずつ
タイムを計
りました。
その他、
組 み 立て た
ミニカーを
ミニカー完成！

手回し発電につないで走らせたり、
いくつも並んだ並列豆電球に手回し
発電機をつないで、豆電球の数と発
電量の関係を調べたりしました。

ところで、
『地球温暖化』という言
葉を皆さん知っていますよね。
これは、発電機やエンジンなどが
発明されて暮らしが豊かになるにつ
れ、電化製品や自動車の普及など、
エネルギーを使う量も増えてきまし
た。このため、二酸化炭素が多く発
生し、温室効果ガスが増えたためと
言われています。
この現象が進むと、氷河の氷が溶
けて海面が上昇し大陸が沈んだり、
干ばつによる農産物の被害で食糧不
足になったり、台風や洪水など気象
にも大きな影響が出てきます。

そもそも、これらの原因を作った
のは、私たち人間です。
地球温暖化がこれ以上進まないた
めにも、テレビの主電源をこまめに
切る、冷房は一℃上げる、暖房は一℃
下げる、冷蔵庫は素早く閉めるなど
電化製品の使い方を工夫したり、自
動車などの排気ガスを減らすため、
止まったらエンジンを切る、近い場
所は運動がてら歩いていくなど、子
どもたちだけでなく、お父さん、お
母さん、家族みんなで地球環境を守
っていきましょう。

いよいよ運動会シーズン。九月六
日（土）
、乳幼児を持つ親子が須佐公
民館に勢揃いし、一足早い運動会を
繰り広げました。
毎年人気のこの運動会。競技は、
箱入りむすめ・むすこ、この木何の
木？、玉入れ、パン食い競争、景品
釣り、と内容は昨年と同じでしたが、
子どもたちの動作や仕草、表情を見
ているだけで、終始なごやかムード。
普段見られない子どもたちの様子に、
参加したお父さんも顔がほころんで
いました。
子どもたちの元気いっぱいの姿に、
お父さん、お母さんもパワーをもら
ったようです。

箱入りむすめ・むすこで…「お母さん頑張って！」

長い夏休み中の子どもたちに、い
ろんなことを学ばせたい、知っても
らいたいという目的で、八月二十日
（水）須佐公民館で「子どもエネル
ギー・環境教室」を開催しました。

指導していただいたのは、広島市
中国地域エネルギーフォーラムの岩
森芳博さん。
最初にエネルギー資源がどのよう
にしてできたのか、十五分間ビデオ
鑑賞をし、次にエネルギーと地球環
境問題について分かりやすく示した
十二のパネルを使い、クイズラリー
をしました。

並列豆電球の手回し発電体験実演中

エネルギー資源について説明する岩森さん

歴史と文化、そして美しい自然に
囲まれた私たちの須佐を描いてみま
せんか。

題

○募集期間
○画

彰

○大 き さ
○参加資格
○表

○展示期間
○展示場所
○そ の 他

十月六日（月）
～十月十七日（金）
地域内の史跡・名勝や
文化・文化財に関する
もの
六〇㎝×四〇㎝以内
地域内に在住している
者及び勤務している者
各賞（金賞・銀賞・銅
賞・佳作の表彰をしま
す。
）
十一月二日（日）
～十一月六日（木）
須佐文化センター
名票が須佐公民館（六
―二三一〇）にありま
す。

皆さんの、個性あふ
れる作品をお待ち
しています。

青少年の非行や、犯罪を毎日のよ
うに耳にしますが、全体の八割以上
が中流家庭の子どもであるといい
ます。
これには、いろいろ原因はあると
思いますが、家庭での「あいさつ」
をはじめ会話が少なくなってしま
ったのが原因の一つであると考え
られます。
この夏、子どもさんの集いを企画
された知人の話から、最初の昼食時
に「食事のあいさつ」を敢えて自由
にさせると「いただきます」
「ごち
そうさま」のあいさつをした子ども
さんが五割弱しかおらず、これには
関係者も予想以上で、夕食からは
「あいさつ」の指導をしたそうで
す。
最近では家族が揃って食事する
機会も少なくなり、夫婦共働きの家
庭では、仕事に学校にと忙しく家を
出て、夕方は帰宅時間がばらばら
で、夕食も一緒にする機会が少な
く、会話の時間も少なくなります。

保護司 廣 田 欽 哉

会話が少なくなるということは
人の情が薄くなるということです。
人情がなくなれば、心も貧しくなっ
て、人のため、世のためなど、どう
でもよいといった考えの人が、多く
なってきます。
家庭での会話の時間をより多く
するには、
「家族揃って食事する」
ことも一つでしょう。

昭和女子大学の板東真理子学長
が次のように述べています。
『
「食事」は日常生活の重要な時間
で子どもの品格を養う大事な機会
となっています。
先ず第一に、家族みんなで関わ
る。
食事の買い物は一緒に、新鮮な食
品見分け、調味料のブランド、食品
とメニューの組み合わせ等、生活の
基本情報が共有できる。子どもにと
っても生活経済・生活文化の情報を

得る機会になります。買ってきた物
の整理、下ごしらえを手分けして行
いましょう。
第二に、段階を踏んで子どもに料
理を担当させる。
できるだけ子どもと一緒に料理
する。野菜を洗ったり、お皿や箸を
並べたり、そのうち包丁や火を使う
仕事も教えながら一緒にしましょ
う。
第三に、みんなで楽しみながら、
おいしく食べる。
食事の前に手を洗い、
「いただき
ます」と感謝して食べます。親と会
話をしながら食べる、箸・ナイフや
フォークの使い方も注意すること
で身につきます。
「ごちそうさま」
のあと「おいしかった」の言葉を添
えましょう。食事を用意してくれた
人に感謝する習慣もつけましょう。
最後は、自分の食べた皿や茶碗を
流し台まで運びます。
最近強調される「食育」とは、栄
養のバランスはもちろんですが、子
どもが良い食べ物を選び、準備し、
後片づけまでする力を身につけさ
せることでしょう』
と結んでいる。
日々の忙しい生活の中での取り
組みは、なかなか困難と思われま
す。
山口県では、毎月第三日曜日が
「家庭の日」と定められています。
この「家庭の日」の過ごし方とし
て「家族そろって食事する」ことは
どうでしょうか。

式部堂跡・お産の岩は、弥富見坂
（水頭さん宅前の市道脇）にありま
す。和泉式部は、平安時代中期の歌
人で、中古三十六歌仙の一人です。
和泉式部の伝説は、全国津々浦々
に伝わっており、彼女の歌人として
の数奇な生涯にあるものと思われ
ます。
「防長風土注進案」によると、阿
武郡弥富村の見坂には「式部堂」が
あり、その境内に「むくろし」の木
があって、式部がこの地へ来た時に
杖についてきたものを庭に捨てて
おいたところ、根をおろして今はは
なはだ大木になったという言い伝
えがあります。

また、式部堂前の岩でお産をし
たといわれる岩があり、近年まで
安 産 祈願 の た め 訪 れる 人 が あ っ
たと聞いています。
※現在、式部堂は存在していませ
ん。

和泉式部

文化遺産の落書き被害が全国的い
や世界的に後を絶たない状況の中、
高山磁石石でも落書きが発見され、
須佐のシンボルでもある史跡が傷付
けられたことに心を痛めています。

こうした行為は、悪ふざけでは済ま
されない、れっきとした犯罪である
ことを認識する必要があります。
また、地域内では文化財だけでな
く、駅や公園などの公共施設（みん
なが使う施設）への落書きや器物破
損が目につきます。法律だけではこ
のような被害は防げません。まずは
一人一人のマナーが地域の環境を良
くする事になります。
特に、次代を担う子どもたちには、
子どもの頃から歴史を知り、史跡に
親しむ機会づくりが必要だと考えま
す。
今後も住民の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
いたします。

式部堂付近とお産の岩

落書きされた高山磁石石

乳幼児サークル
ばる～んず
八月二十一日（木）に行われたリ
サイクルバザーでは、品物の受付時
からバザー当日まで、多くの方にご
協力いただき、大変ありがとうござ
いました。
このサークル活動がより充実した
ものとなるよう、今後も地域の方と
のふれあいを大切にしながら、活動
を進めていきたいと思います。
なお、今回は短時間の開催という
こともあり、秋（十一月頃）にもう一
度開催する予定です。
バザー品も随時受け付けています。
※受付場所＝須佐公民館
℡６―２３１０

リサイクルバザーの様子

婦人会の編物教室も年数
を 重ねること 四十五年も
続いています。
大田紀代先生の指導のも
と生徒さんの出入はたく
さんあったけれど、一人の
先 生に 一貫して 指 導して
いただけることは ないこ
とと思います。
教室は毎月第一・第三月
曜日の午前九時から午後
四時まで、須佐公民館で開
催しています。
その時代にあった作品に
出 逢え る 幸せを か みし め
ながら、みんな一生懸命頑
張っています。
また、作品は、毎年六月
に 行わ れる生涯学習発表
会 の 作 品展に 出品 して い
ます。

婦人会会員の方ならど
な たで も参 加で き ます の
で、いっしょに学びません
か？
○連絡先
大田紀代
６―３２１１
弥重南椰子
６―２４７４

ザビエルの鐘鳴る空の晩夏かな

花火客ファッション様々足早に

（青葉台） 津守モト子

（横屋丁） 茂刈富江

（浦 西） 林 竹子

〈俳 句〉

手の甲に汗の沁み出る日なりけり

（まてかた） 山崎 尚

（青葉台） 津守マキ子

向日葵も顔を背ける陽の強さ

更けるまで戦の話星流る

（六 区） 立野イネ子

（下三原下） 村田仁史

秋風と共にトンボは何処やら

戦争の爪跡思う大津島

〈短 歌〉

ポトポトと蛇口に漏るる水の音
涼しさおぼゆ熱帯夜かな （青葉台） 田村雅利

久びさに町にいづれば友に合ふ
いたく細りて胃を病と言ふ（六 区） 立野イネ子

須佐さつき学級・あおば勉強室

□人事異動
九月一日付にて、公民館職員等の
人事異動（着任）がありましたので、
お知らせいたします。
※（
）内は旧
▽弥富公民館主任
廣 兼 健 一
（須佐総合事務所地域振
興課総務係）

編集者 Ｏ・Ｅ

･
･
･

※（図・公）

長い夏休みから一転、九月に入り
子どもたちは元気に？学校へ通い始
めました。始業式の前日、息子たち
は夜中（午前様）まで宿題に追われ
ていましたが、せっかく終わった宿
題も始業式には忘れていく始末。も
う少し早め早めにやっておけばいい
ものを…。何度も声をかけたものの
二人とも聞く耳がなかったようで
す。
（トホホ ）
さあ、気持ちを切り替えて体育祭
への猛練習の日々。でも、ちょっと
雨の心配が…。

※（図）

●萩城下町マラソン
参加者募集！

３１

○とき
月 日（日）
午前 時から
○場所 萩ウェルネスパーク
スポーツ広場スタート
○種目 ハーフマラソン ㎞・５
㎞・２㎞、ファミリー２㎞
○申込方法 各公民館へ要項申込
書を設置しています。
（ 月 日
まで）

（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。

ここ最近、館内及び行事開催場所
での忘れ物が目立ちます。また、そ
の忘れ物に気づかず、須佐公民館で
ずっと保管している物もあります。
行事等へ参加した場合は、各自が
手荷物等再度確認し、忘れ物のない
ようお持ち帰り下さい。
なお、只今、須佐公民館窓口に、
折り畳み傘、メガネケース、メガネ、
小銭入れ、チェックの薄手ジャンパ
ー等が置いてあります。心当たりの
ある方は、須佐公民館（６―２３１
０）までお問い合せ下さい。

※（ 図・公）

▽須佐総合事務所地域振興課総務係
田 嶋 照 隆
（弥富公民館）

※（ 図・公）

１０

１０

お友達、ご家族で萩の町並
みを走ってみませんか？

※（ 図）

１０

乳幼児サークルばる～んずでは、
新会員を募集しています。 対象は未
就園児を持つ親子です。
（０歳児から
受け付けてます。
）
まずは、 気軽に遊びに来てみませ
んか？
お問い合せは、須佐公民館まで。

世帯数
人口
前月比
１，１９２戸 ２，６４５人 （ー８人）
３１１戸
７１０人 （ー２人）
１，５０３戸 ３，３５５人 （ー １０人）

※（図・公）

１４

★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

須佐地域の人口（Ｈ20.７月末現在）

※（図）

金 合同研修（山口市）
土
日
月 体育の日
火
水
木
金 習字教室
土
日
月
火
水
木
金 幕末体験育英塾
土
日
月
火
水 子育て講演会（育英小）
木

※（図・公）

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

須佐
弥富
合計

容

行
事
曜
水
木
金 習字教室
土
日
月
火 色えんぴつ画教室
水
木

内
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9

１２

