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須佐地域生涯学習推進マスコット
「まな坊」

去る八月六日︵水︶
︑久原園地で毎年
恒例の﹃のびのび教室 そうめん流
し﹄が開催されました︒
今年も︑そうめん流しのだ〜い好
きな子どもたちとその保護者が勢揃
い︒昨年と同様︑コミュニティ須佐
の方に竹細工指導をしていただき︑
そうめん流しに使うお箸とお椀作り
に挑戦しました︒
お椀作りは今回が初めて︒竹の節
がお椀の底︒お椀の深さはそれぞれ
好みで決めます︒ノコギリを使うの
も初めての子どもたちもいて︑一緒
に参加した保護者は︑ハラハラドキ
ドキ︒目が離せない様子でした︒
そんな心配はよそに︑子どもたち
は一生懸命に作っていました︒
竹細工が出来上がった後は︑いよ
いよお楽しみのそうめん流し︒子ど
もたちが水の勢いで流れるそうめん
を目前に﹁さっ﹂と箸を入れてそう
めんをつかむ様は︑まるでえさに飢
えたお魚のよう︒つかんだそうめん
をお椀に入れたつゆにつけて﹁パク
ッ﹂とお口に入れると思わず笑みが
こぼれていました︒
お腹いっぱいになった子どもたち
は︑今度はそうめんを流す方にまわ
ったりと︑しばらく涼に浸っていま
した︒しっかり食べた後は︑みんな
で楽しくレクリェーションをし一汗
かいた後︑今度はスイカをたくさん
食べました︒そして最後に︑山根丁
東の西村君子さんより戦時中のお話
を聞き︑平和の大切さを学びました︒
ご協力いただいた皆さん︑暑い中︑
大変お疲れさまでした︒

子どもたちに︑もっと須佐の海を
知 ってもら おうと︑ 七月二十 一日
︵月︶
﹁海の日﹂に子ども会交歓大会
︵主催＝須佐子育連・弥富子育連︶
が深まてかた海岸で行われました︒
子どもや保護者︑育成者のほか︑
今年はむつみから三名の子どもたち
も集まり︑総勢約六十名の参加者と
なりました︒
須佐公民館前で開会式を終えた後︑
海岸へ移動し︑まずは全員で海浜清
掃をしました︒思った以上のゴミに
驚きましたが︑重いものは共同で運
んだりしてみんなで協力しあってき
れいな海岸にしました︒

「すごい！こんなにゴミが…」

ひと汗かいたところで準備体操を
済ませ︑さっそく海の中に入り︑岩
本裕子さん︵弥富十二区︶の指導に
よる﹁海辺の教室﹂を開きました︒
海中の生物や海草を観察するのです
が︑最近は温暖化が進み海水の温度
も上昇して生物も少なくなってきた
ようです︒岩本さんは﹁ふるさとの
海を大事にしましょう﹂と子どもた
ちに訴えていました︒
しかし︑逆に今までいなかった生
物がいたりするなど︑温暖化でいろ
んな変化が見られるようです︒
子どもたちは︑浅瀬で見つけた貝

などをバケツに入れ︑岩本さんに聞
いたりしながら︑生き物の名前を調
べていました︒

また︑シーカヤック体験では︑人
気はあるものの潮の流れが速く思う
ように進まずに四苦八苦していまし
た︒
昼食は︑育成者が作ったサザエご
はんと焼きそば︑海の幸がいっぱい
のバーベキューで子どもたちは大満
足︒お腹いっぱい食べました︒

途中︑雨が少し降りましたが︑そ
れでも暑い日射しが照り付け︑子ど
もたちは元気いっぱい海水浴を楽し
んでいました︒

ウィンナーは大好物！「まだ焼けないかなー」

「ん〜、いい気持ち〜」

海で採れた貝や魚…名前分かるかな？

バケツの中をのぞく子ども

生物の説明をする岩本裕子さん

弥富小学校の子どもたちは︑昨年
から放課後子ども教室で自転車の安
全な乗り方を勉強してきました︒そ
して一年間の成果を試すため︑七月
五日に開催された﹁第四十三回交通
安全子ども自転車大会﹂に五年生の
久村朱音さん︑小松真由美さん︑谷
岡オリザさん︑玉置優海さんの四人
が出場しました︒
︵右写真︶
会場は小郡の山口県総合交通セン
ター︒
弥富小学校は︑自転車大会で毎回
上位の成績を収めていたそうですが︑
今回は指導に当たった人に︑過去の
大会の出場経験者がいなかったため︑
みな試行錯誤しながらの勉強となり
ました︒
そういうわけで︑決して万全とい
える状態で大会に臨めませんでした

学科テストを終えた子どもたちは︑
既に少し疲れた感じでしたが︑今度
は実技テストが待っています︒

他 校 から 参 加し た 子ど もた ち が
次々に実技を行う中︑子どもたちの
緊張もピークに達していましたが︑
自分の番が回ってくると表情を引き
締めて出て行き︑普段練習している
とおりに実技を行っていました︒
自分の番が終わると︑途端に今ま
での緊張が嘘のようにどの子も晴れ
やかな顔になり会場ではしゃぎ回っ
ていました︒はしゃぎっぷりに関し
ては弥富小の子どもたちが一番でし
た︒
参加児童全員の競技が終了し︑警
察音楽隊の素敵な演奏を楽しんだ後︑
閉会式で成績発表と表彰があり︑終
わったのは午後四時︒
長い一日でしたが︑全員よく頑張
りました︒

「おっとっと！むずかし〜」

が︑子どもたちは今まで身につけた
ことを大会では十分発揮していまし
た︒

大会は︑開会式終了後︑すぐに学
課テストに入ります︒例題には今ま
で勉強してきたもの︑予想もしない
ようなものも含まれています︒また︑
今年は道路交通法の自転車に関する
部分に改正があり︑それに関する問
題も出されていました︒
学課テストは︑交通規制に関する
三択問題が二十問︑標識に関する問
題が二十問︑そして安全な乗り方に
関する常識テストが二十問となって
おり︑それを三十分間で全て回答す
るというなかなか難しい内容です︒
大人でも︑何の準備もなしに臨めば
散々な結果となることでしょう︒

「ほら、片手でサイン、上手でしょ」

出場した４人。
「頑張りまーす！」

成績は残念ながら上位とはなれま
せんでしたが︑全員五年生のチーム
で︑週一回の練習としてはよくでき
たのでは︑と思います︒
ただ︑課題も残りました︒一つは
指導力不足︑そしてもう一つは︑子
どもたちの意識の問題です︒
子どもの﹃やる気﹄をもっと引き
出せる指導であれば︑もう少し勉強
の効果が上がっていたのでは︑と思
います︒
これまで学んだことが︑実際の路
上で役立つよう︑また︑来年の大会
に向けてこれからも子どもたちは頑
張っていきますので︑子どもたちへ
の応援をよろしくお願いします︒あ
わせて︑指導者も募集しております
ので︑我こそはと思う方は弥富公民
館までご連絡下さい︒
ちなみに︑今大会の個人成績上位
三名は︑全員女子だったのが印象的
でした︒

お母さんの顔を見て﹁ホッ﹂と一安心

文化財を守ろう

建 造 物
◇有形文化財

美術工芸品

◇無形文化財

無形の民俗文化財 （衣 食住 ,生
信仰、 年中行事等に関する 風俗
慣、民俗芸能・民俗技術）
◇民俗文化財

◇文化的景観

◇伝統的建造物群

遺跡 （史跡） （貝塚、古墳 、都
跡、 城跡、旧宅等）
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有形の民俗文化財（無形の民俗文
化財に用いられる衣服、 器 具、
具等）

名勝地 （名勝） （庭園、橋 梁、
谷、 海浜、 山岳等）

動物、植物、地質鉱 物 （ 天然 記念

萩市須佐地域には国指定二件︑県指定三件︑市指定二十四件の文化財があります︒
その中には名勝及び天然記念物須佐湾や天然記念物高山の磁石石︑須佐唐津古窯跡群等がありますが︑国・県・市の指定に関わら
ず文化財を保存し︑後世に伝えなければなりません︒
近年︑地域おこし等を目的とする開発事業により︑文化財指定地域周辺でも家屋建築︑道路︑下水道︑土地改良︑公園等の各種事
業が行われています︒
しかし︑文化財の指定地域で家屋の新築・増築︑道路工事︑樹木の伐採等の行為は︑文化財保護法等により現状変更許可申請の手
続きが必要です︒
特に須佐湾については︑須佐湾の保存管理計画を作成し︑これに基づいて保存管理を行っているところです︒
この手続きは︑必ず行わなければならないものです︒無許可による現状変更行為は︑法や条例に基づき罰せられます︒
現状変更及び文化財に影響を及ぼす行為は︑必ず事前に須佐総合事務所地域振興課︵須佐公民館︶にご相談のうえ︑国・県・市へ
申請して︑許可後に着手することになっています︒

文化財保護の体系

郷土の文化財を守るため

みなさんのご理解とご協力をおねがいします。
（問い合わせ先）
須佐地域振興課（須佐公民館） ℡６−２３１０
萩市歴史まちづくり部文化財保護課
℡０８３８ー２５ー３２９９

七月二十二日︵火︶須佐公民館で
﹁萩おもしろ雑学セミナー﹂が開催
されました︒今年度︑須佐地区で行
われる講座はこれが最後︒
講師は︑江崎で教室を開いておら
れる高橋隆宣さん︒この日は︑教室
に通っている方や木版画に興味のあ
る人︑また子どもたちも参加し︑道
具から彫り方︑刷り方などを学びま
した︒
ベニヤ板に彫るのはほんの数ミリ︒
深く彫るというよりも彫る角度によ
って︑刷ったときに周りの色が移ら
ずきれいに仕上がるそうです︒
お話しの後︑今日のために彫って
いただいた版木を目の前で刷ってい
ただき︑出来上がった作品は参加者
に配られ︑皆さんとても喜んでいま
した︒

版画刷りを実演する高橋さん

もしも︑もしも神様が︑私に時を
戻してくださるなら︑二十年タイム
スリップし︑いろんな体験を一緒に
し︑いずれくるであろう自立の時に
備えて︑充実した家庭生活にしたい
な・・・なんて︒

とすればできたはずなのになぁと
今となっては後悔ばかりです︒
私の勤務する弥富小学校では︑家
族ぐるみで子どもたちの校内・校外
での活動を温かく見つめ︑励まし声
援を送っていらっしゃいます︒自然
の中で笑い声の絶えない家族の営
み︑ほのぼのとしています︒きっと︑
弥富っ子たちは︑良き想いを胸に巣
立ちの時を迎えることでしょう︒

萩市立弥富小学校
校長 水 間 浩 輔
最近よく思います︒もう一度わが
子が小学校に入学し直してくれた
ら︑今度はこう子育てをするのだ
が・・・と︒
昨年春︑私が弥富に着任と同時に
娘は東京の学校へ進学︑息子は福岡
の学校に在学中︑さらに母は入院
︵昨夏に亡くなりました︒
︶
︑妻は下
関の自宅で一人︑と家族五人バラバ
ラの生活がスタートしました︒いつ
かはこうなるだろうと漠然と想定
していましたが︑一家が﹁解散﹂し
てしまいました︒
スポ少の応援に行ったり︑町内の
子ども会のお世話等︑その頃の写真
やビデオを見ると懐かしさがこみ
上げてきます︒わが子に関わってや
れるのはほんの数年間だったんだ
なと・・・︒ただ︑正直なところ︑
子育てはほとんど妻に任せっきり
だったので︑いつわが子が自転車に
乗れるようになったのか︑いつ私の
身長を超えたのかわかりません︒も
っと頑張ってわが子に接しておけ
ばよかったなぁ︑時間を生み出そう

成長期真っ只中の子どもたちの
子育てに頑張っていらっしゃる保
護者の皆様にお伝えしたいこと︒子
どもたちの﹁保育園︑小学校︑中学
校時代﹂というものは本当に﹁あっ﹂
という間です︒お仕事でお忙しいと
は思いますが︑前方から横から︑そ
して後方から子どもたちの成長に
関わっていきましょう！
﹁ダメ親父﹂からのメッセージな
ので︑やや説得力に欠けるかもしれ
ませんが・・・？

愛して
あげれば︑
子どもは︑
人を愛する
ことを学ぶ

著者
ドロシー・ロー・ノルト
﹁子どもが育つ
魔法の言葉﹂
より

須佐あおば勉強室
弥富やよい学級
大粒の汗をかきながら…（子どもたちも飛び入り参加！）

八月一日︵金︶須佐文化センター
で﹃簡単エアロビクス体験﹄が行わ
れました︒
講師は益田市でエアロビクス指導
員をしておられる増野裕子先生︒音
楽に合わせて手や足︑身体を動かし
ながら楽しく踊りました︒エアロビ
クスといえば︑少しハードなイメー
ジがありますが︑この日は動きやす
いように少しやさしいメニューにな
っていました︒参加者は少々？呼吸
が乱れながらも︑時間いっぱい元気
に踊っていました︒

す さ の う の みこと

高山山頂の磁石石

須佐高山は︑その昔須佐之男 命
が大陸 新(羅国 に)渡る際︑この峰に
立ち海路を望んだという伝説があ
り︑これが須佐の地名の由来となっ
たとも言われています︒
また︑高山はその昔︑神山 こ(う
やま と)言われており︑黄帝社や八
相権現社など信仰の山としても知
られています︒
地質学的には︑高山︵五三二・八
ｍ︶は︑須佐層群という堆積層に︑
高温の高山はんれい岩体 マ(グマ )
が貫いて出来た山で︑多くのはんれ
い岩の巨石が露出しており︑山頂周
辺の巨石には強い磁性があり︑高山

磁石石 名(勝及び天然記念物 と)
言われています︒この磁石石は︑
方位を狂わせています︒
なぜ︑山頂にこのような強い磁
気があるかは不明ですが︑はんれ
い岩内に含まれる磁鉄鉱の成分
が︑度重なる落雷などで磁気を帯
びたのではないかとも言われて
います︒
日本海から直接そびえる高山
山頂からは︑西は遠くは長門市川
尻岬そして萩市沖の島々︑東は浜
田市や益田市︑南は広島県・島根
県境の中国山脈を望むことがで
きます︒
暑い夏は︑涼を求めて山頂に行
かれるのも良いかと思います︒
注 高)山山頂の岩石を採取するこ
とはできません︒

須佐湾から眺めた高山

去る七月二十七日︵日︶
︑萩菊ヶ浜
で恒例の﹁砂の芸術祭﹂が行われ︑
親子の部から小学生︑中学生︑高校
生・一般の部と全部で五十チームが
参加しました︒
作品は︑地域性を活かしたものか
らキャラクターまで個性あふれる作
品が勢揃い︒炎天下の中︑参加者は
汗びっしょりになりながら砂と格闘
していました︒
須佐からは︑女性八人のＳＵＳＡ
ネエチャンズ︵作品﹁めざせママで
も金﹂
︶と︑三年連続の参加となる須
佐 公民館の 須佐の愉 快な仲間 たち
︵作品﹁みことくんと男命いか﹂
︶が
出場し︑両チームとも﹃敢闘賞﹄を
受賞しました︒

「みことくんと男命いか」で須佐をアピール！

私たちは民謡・舞踊の活
動 を して い るグ ル ープ で
す︒
萩の寺山慧先生の優しい
指導を受けて︑毎月二回︑
主に第二・第四木曜日の午
後 一 時半 か ら四 時 まで 練
習しています︒
逆さから読めば全員十七
歳代の︑元気な三人娘の集
まりです︒
新しいシーズンが始まる
と︑先生が新たな踊りと歌
を用意してくださいます︒
それを三人で覚え︑息を合
わ せ て踊 る こと が とっ て
も楽しいです︒
私たちのグループは︑昭
和 五 十八 年 から 活 動し て
います︒
メンバーを入れ替えつ
つ ︑ 長年 活 動し て きま し
た︒多いときは三十人を越
える仲間がいましたが︑高
齢化の影響を受け︑今では
た っ た三 人 にな っ てし ま
しました︒
以前に比べると︑多少手
足 が 動き に くく な った と
感じることもありますが︑
みんなとの楽しい会話や︑
踊 り を覚 え るこ と でボ ケ
防止になるのでは︑と頑張
って続けています︒
寺山先生も私たちより年
上ですが︑先生が萩から来
てくださる限りは︑ずっと
続 け てい こ うと 思 って い
ます︒
○連絡先
弥富公民館
８︱２０４４まで

水浴びる小鳥の羽音熱中日

店開ける我より先に糸とんぼ

空蝉になってはならぬ八十路

かなかなを誘う日氷や山の風

︵四 区︶ 林 愛子

︵五 区︶ 冨田八重子

︵八 区︶ 鈴木孝子

︵四 区︶ 品川玉枝

︵一 区︶ 石川崇子

︿俳 句﹀

心地よき風通り行く夕端居

髪を洗ば黒き毛ばかり去り行きぬ

にが瓜や緑のカーテン夜の涼し

︵一 区︶ 福嶋文江

︵六 区︶ 立野イネ子

︵八 区︶ 林 二三子

うつせみや病める少女のピアノ弾く ︵二 区︶ 原山怜子

炎天下咲きのぼりつめ立ちあおい

︿短 歌﹀

歳老いて携帯電話持て余し
隅の呼び鈴慌てふためく ︵青葉台︶ 田村雅利

︵一 区︶ 福嶋文江

丸の山へ登りて下を見下ろせば
よくぞここ迄来たぞ嬉や ︵六 区︶ 立野イネ子

雲間よりいづるが如き白流の
砕けて涼し道永の滝

石川崇 子

︵一

区︶

千年の歴史を生きし物語
光 源氏を 夕顔の 君

回山口県美術展

※（図・公）

●第

（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。

●乳幼児を持つ親の学習会・遊び
の教室﹁ミニミニ運動会﹂

※（図）

○とき 月９日︵木︶
〜 日︵日︶
○場所 山口県立美術館
○出品料 一点 ２千円
○搬入日 ９月 日︵金︶
〜 日︵日︶まで
○搬出入 各自で行うこと︒

※（図）

※各美術展の要項・出品票につい
ては︑各公民館にあります︒

※（図・公）

○とき ９月６日︵土︶
午前 時から
○場所 須佐公民館３階大ホール
○その他 詳細については︑後日
案内チラシを配布いたします

秋分の日

毎日﹁晴れ﹂のお天気に少々畑が
心配に⁝︒
﹁水やりに行かなくては﹂
と思いつつ︑なかなか時間がなく⁝
と︑そこへ八月四日︵日︶の恵みの
雨！次の朝︑夫が﹁夕べはよく降っ
た︒大降りだっだで﹂と言います︒
私は︑というと︑一度は目が覚めた
もののその﹁大降りの雨﹂の時には
﹃熟睡﹄していて﹁そんなの知らん﹂
と答えてました︒何はともあれ︑こ
の雨で畑も少しは水分補給できたか
な？︵ミニトマトたくさんできてま
す︒向日葵も花が咲き始めました︒
︶
編集者 Ｏ・Ｅ

須佐保・弥富保運動会

須佐放課後子ども教室では︑リサ
イクル品工作に取り組んでいます︒
皆さんのご家庭にペットボトルの
キャップやしょうゆ等︑プラスチッ
ク類のふたがありましたら︑捨てず
に須佐公民館︵６︱２３１０︶まで
ご持参下さい︒ご協力よろしくお願
いします︒

※（公）

須佐放課後子ども教室

敬老の日

６２

★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

須佐地区対抗ソフトボール大会（須Ｇ）

２６

２８ ２６

※（図・公）

●須佐地区対抗ソフトボール大会
○とき ９月 日︵日︶
午前８時 分開会式
○場所 須佐グラウンド
○対象 須佐地区に居住する中学
生以上

●第４回萩市美術展

須佐地域の人口（Ｈ20.６月末現在）

※（図）
習字教室
鈴野川小運動会
育英小・弥富小運動会

※（図）
習字教室
遊びの教室「ミニミニ運動会」
須佐中体育祭

※（図）
敬老会

１０

容
内
事
行

３０

２６

○とき
月 日︵土︶
〜 日︵日︶
○場所 萩市民館
○部門 平面・立体・書・写真
○出品資格 萩市内に在住または
通勤・通学している者
○申込み ９月 日︵月︶までに
文化・生涯学習課︵０８３８︱２
５︱３５９０︶または各公民館へ
出品票提出︒
○搬入日
月 日︵月︶
〜 日︵火︶正午
○搬出入 基本的に各自で行うこ
と︒

世帯数
人口
前月比
１，１９５戸 ２，６５３人 （ー７人）
３１１戸
７１２人 （ー６人）
１，５０６戸 ３，３６５人 （ー１３人）

須佐
弥富
合計

地域内小・中学校始業式
色えんぴつ画教室

曜
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
火

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

１０

１４

１８

２２

１４ １３

１０

１０

