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須佐地域生涯学習推進マスコット
「まな坊」

第十八回須佐地域生涯学習発表会
が六月二十一日︵土︶から二十三日
︵月︶までの三日間にわたり開催さ
れました︒
毎年恒例のこの行事︒須佐地域の
住民がたくさん参加するイベントと
なっています︒
二十二日午前の部の文化発表会で
は︑九時に開会式が行われ︑生涯学
習発表会実行委員会山本司郎委員長
が 挨拶をし た後︑美 原喜大萩 市文
化・スポーツ振興部長が﹁須佐の文
化はすばらしい︒また︑住民の皆さ
んがとても関心があることを強く感
じました︒この生涯学習発表会が盛
会裡に終わることを祈念申し上げま
す︒
﹂と激励の言葉を述べました︒
開会式が終わると︑各生涯学習団
体が日頃の練習の成果を須佐文化セ
ンターで発表しました︒今年は初参
加の団体もあり︑初々しさも垣間み
える発表となりました︒
午後の部では︑元萩市教育長の陽
信孝先生の講演会が行われました︒
また︑三日間に及ぶ作品発表では︑
それぞれ個性あふれる作品が須佐公
民館内に展示され︑見に来られた来
場者の目を楽しませてくれました︒
この三日間で約七百人の方が来館
し︑館内は大変にぎやかな声が響き
わたりました︒
実行委員会の皆さん︑各団体︑ス
タッフの皆さん︑大変お疲れさまで
した︒
︵ 詳細は次 ページへ 掲載して いま
す︒
︶

三日間開催された作品発表
では︑絵画や写真︑切り絵︑
ちぎり絵︑絵手紙︑書︑陶器︑
粘土細工︑編み物など二七三
点の作品が須佐公民館の一階
と二階に展示されました︒
今年は︑須佐公民館主催の
おもしろ学級﹃習字教室﹄
﹃色
えんぴつ画教室﹄からも作品
が出されました︒とまどいは
ありながらも︑いざ作品を並
べてみると﹁ええねぇ﹂
﹁もう
少しここをあねえすればよか
った﹂など次の作品づくりに
向けての意欲が感じられまし
た︒

「生花の作品」 心が癒されますね….

「七夕の粘土細工」 良くできてますね.

素敵な衣装で踊る「フォークダンス愛好会」の皆さん
「津軽三味線」の皆さん、安来節を披露しました。

六月二十二日︵日︶の文化
発表には︑フォークダンス︑
大正琴︑カラオケ︑舞踊︑コ
ーラス︑詩吟など十四団体が
出場し︑日頃の学習成果を舞
台上で発表しました︒
今年初参加の合奏のグルー
プは︑ピアノ︑リコーダー︑
木琴︑鉄琴︑キーボード︑ピ
アニカなどの楽器を使って三
曲演奏をし︑会場内はいつも
と違う雰囲気に包まれました︒
演奏が終わると﹁緊張した︒
間違えないようにと必死だっ
た︒
﹂
と皆さんホッとした様子
でした︒

初めて参加した「ドン・チャン楽団」…少々緊張気味…

作品を見て回る来館者

今 年 初 め て 企画 し た ﹁出
店・販売コーナー﹂
︒
販売する方は︑品物を並べ
る際に︑机の位置や品物の置
き方︑釣り銭準備などを念入
りにチェック︒来館者が訪れ
ると︑自然と笑顔がこぼれて
いました︒
出店する場所や品物︑時間
帯などいくつか課題も残され
ましたが︑売る方も買う方も
和気あいあいと︑ふれ合って
いました︒

１階「編み物展示」
・・・・女性の来館者に人気でした。

お弁当やパンは︑アッという間に
完売︒焼き饅頭などもよく売れてい
ました︒

陶器、特産品などの出店・販売コーナー
講演会後、販売コーナーには人の列が…

六月二十二日︵日︶午後二
時からは︑元萩市教育長︑ま
た須佐中学校にも勤務してお
られた陽信孝先生による講演
会が須佐文化センターで行わ
れました︒
﹁やさしさの心って何？﹂
を演題に︑自分の妻の介護を
通して得たことなど︑実際の
介護の様子をメディアが取材
した映像を流しながらお話し
されました︒
来場者の中には︑陽先生の夫婦愛
に涙する方もおられ︑会場内は温か
い雰囲気に包まれました︒
介護を通して得る思いやり︑やさ
しさなど︑改めて考えさせられた講
演会でした︒

自らの介護経験を熱心に語る陽信孝先生

第十八回須佐地域生涯学習発表
会につきましては︑ご多用にもか
かわらず多数のご参加と関係各位
のご協力をいただき厚くお礼申し
上げます︒
おかげをもちまして︑本発表会
は盛会裡に終わり︑所期の目的を
達成し得ることができ︑関係者一
同心より感謝いたしております︒
今後とも︑地域の生涯学習活動
推進に格別のご理解とご支援を賜
りますようお願い申し上げ︑誠に
失礼とは存じますが︑本誌をもっ
てお礼の挨拶にかえさせていただ
きます︒

生涯学習発表会実行委員会
委員長 山 本 司 郎

去る六月八日︵日︶
︑弥富グラウン
ドと弥富体育館を会場に︑
﹁体力つく
り地区対抗ソフトバレー・グラウン
ドゴルフ大会﹂が行われました︒
梅雨のはしりで天候が心配されま
したが︑当日は爽やかに晴れ上がり︑
気温も低く︑スポーツにはちょうど
良いなかでの開催でした︒

チームの仲間が見守っている中… 「ん〜残念！」

グラウンドゴルフは︑幅広い世代
に人気があり︑弥富の十三地区すべ
てから参加がありました︒
︵参加人数
約百三十人︶
普段から練習している人も︑この
大会でくらいしかスティックを握ら
ない人も変わりなく︑皆さん自分や
互いのショットをあれやこれや言い
ながら︑和気あいあいとプレーして
いました︒
しかし︑笑顔の下は真剣そのもの
で︑行方の定まらないボールに声が
あがる盛況な大会となりました︒
大会結果は次のとおりです︒
●優 勝 十二区
●準優勝 九区
●三 位 十区
●ホールインワン賞
六区 立野美徳 さん
三区 間庭高雄 さん
十区 山本英夫 さん

ソフトバレーボールは昨年より一
チーム少ない︑八地区からの参加が
ありました︒
︵参加者約百人︶

トリムバレー用のボールを使い︑
ネットの高さも上げて︑参加しやす
いように工夫していますが︑地区の
世話人さんからは毎年参加を危ぶむ
声を聞きます︒

しかし︑今年もアタックが飛び交
う白熱した試合が展開され︑また︑
大人だけではチームが作れない地区
では︑高校生や中学生︑さらには小
学生まで参加して︑まだまだ地域ス
ポーツを開催しようという︑皆さん
の熱気が伝わってきました︒

一つひとつの動きから目が離せません。

また︑決勝リーグに進んだ四チー
ムのうち︑二チームが鈴野川のチー
ムであり︑鈴野川の皆さんの元気が
伝わる大会でもありました︒
大会結果は次のとおりです︒

●優 勝 十区
●準優勝 四区
●三位 十三区

参加者の皆さん︑スタッフの皆さ
ん︑大変お疲れさまでした！

「アターック！」ボールはブロックの手を越え…勝敗は？

乳幼児サークル
ばる〜んず
七月七日は七夕の日︒ばる〜んず
も季節折々の行事を楽しもうと七月
四日︵金︶須佐公民館で七夕飾りを
作りました︒萩ケーブルの方が取材
に来られ少し緊張気味でしたが︑小
さい子どもさん連れの会員はもちろ
ん︑この日は地域の方も参加して︑
紙を切ったり貼ったり︑おしゃべり
をしながら楽しく飾りを作りました︒
願い事もしっかり書いて飾りと一
緒に大きな笹の葉につけました︒
最後に七夕飾りを囲んで︑みんな
で﹁たなばたさま﹂を歌いました︒
七夕飾りは須佐文化センターロビ
ーへ飾ってあります︒皆さん是非︑
見に来てください︒

「願い事、叶いますように…」

私がＢＢＳ活動を始めてから︑十
五年が経ちました︒ＢＢＳ会に入会
したきっかけは︑職場の先輩から誘
われたからでした︒私が小学生の時
に鈴野川小学校へＢＢＳの皆さん
が来て一緒に遊んだことがありま
す︒楽しいゲームやレクリェーショ
ン︑そしてお楽しみのプレゼント︒
楽しい夏休みの一日でした︒そんな
思い出もあって︑ＢＢＳに入会しま
した︒
ＢＢＳとは ＢＩＧ ＢＲＯＴＨ
ＥＲＳ ＡＮＤ ＳＩＳＴＥＲＳ Ｍ
ＯＶＥＭＥＮＴ の略で青年が少年
︵リトル・ブラザー︶の兄︵ビッグ
ブラザー︶姉︵ビッグシスター︶の
立場にたって︑肉親的愛情を注ぎ︑
非行の泥沼から救うとの意味を持
っています︒
今︑須佐ＢＢＳ会の活動は主に更
生保護女性会と一緒にクリスマス
会を開催することです︒現在会員は
五人と少人数ですが楽しく活動を
続けています︒

須佐ＢＢＳ会
会長 村 木 良 治

さて︑この活動を通して︑最近︑
ちょっと子ども達の様子が変わっ
たなと思うときがあります︒以前は
イベントの最中に︑はしゃぎすぎる
子ども達がいました︒ゲームや歌を
歌っている間でも走り回り︑言うこ
とを聞かない子ども達がいたので︑
よく叱っていましたが︑最近では見
られなくなりました︒会を運営する
側としては非常にやりやすく︑あり
がたいのですが︑少しさみしくもあ
ります︒

子どもは︑元気がありすぎるぐら
いがいいと思います︒私自身︑遊ん
でいてよく怪我をして擦り傷など
絶えませんでした︒怪我を恐れては
何もできません︒例えば自転車の練
習で怪我をしないように注意する
ことも必要でしょうが︑私自身何度
も転んで乗り方を覚えました︒人は
やはり失敗を繰り返して成長をし
ていくのではないでしょうか︒
私は今︑子育ての最中なのでこの
考えが良いとは言い切れませんが︑
子どもはのびのびと自由に育って
ほしいと思っています︒
今後も地域の子ども達と交流を
持ち︑そこで感じたことや思いを須
佐ＢＢＳ会の活動や自らの子育て
に生かしていきたいと思います︒

﹁
かわいそうな子
だ﹂
と言って
育てると︑
子どもは
みじめな
気持ちになる

著者
ドロシー・ロー・ノルト
﹁子どもが育つ
魔法の言葉﹂
より

１、趣
旨
人権に対する正しい理解と関心を深めるため、啓発作品を募集し、
その優秀作品を地域内に紹介する。
２、応募資格
地域内に在住あるいは、勤務・通学している者
３、応募作品の種類
ポスター・作文・詩・標語・短歌・習字
４、締め切り日
平成２０年９月１９日（金）
５、提出先
萩市須佐総合事務所健康福祉課
６、表
彰
種類ごとに優秀賞を選定し、記念品を贈呈する。

お問い合せは・・・萩市須佐総合事務所
健康福祉課 ６―２０１７ まで

萩市・須佐地域人権教育推進委員会

おおびら い ら お ざ ん

この滝は︑弥富地区及谷にあります︵国道三一五号線より県道日原須佐
線に入り約五㎞︑道沿いの看板が目印︶
︒

ほこら

すえはるかた

阿武町大平伊良尾山山麓から湧き出る清水が︑三段七十メートルの滝と
して落下︑老木の間に飛沫を飛ばす景観は勇壮なものです︒

おおやまずみのかみ

し こ く いしづち さんなみ きり ふ ど う

滝つぼの脇には︑祠 があり︑言い伝えによれば︑毛利元就に敗れた陶晴賢
みょうおう

いち だ か き ち の ひょうえい

の残党が山伏となってこの地に逃れ︑ 大 山 祗 神 ︑四国石槌山波 切不動

明 王 をまつったと伝えられています︒また︑その子孫の市高吉之 兵 衛 が
黄金の茶釜を隠し持っていたという伝説もあります︒
年中変わらぬ水温︵十四度前後︶の湧き水は︑夏でも枯れることがなく︑
弥富地区の貴重な水源となっています︒暑い夏には涼を求めて行かれては
いかがでしょうか︒
注︶軽装︑マムシ等に注意してください︒

昭和五十三年十一月︑旧
須 佐 町を 中 心に 郷 土史 の
総 合 的研 究 を目 的 とし た
郷 土 史研 究 会が 発 足し ま
した︒
五十五年二月温故一号
を発刊︑平成二十年三月に
は 二 十一 号 の発 刊 を成 し
ました︒
この間︑昭和五十七年会
員 中 十一 名 で古 文 書同 好
会を発足しました︒
平成十一年四月東京在
住 須 佐出 身 者に よ る東 京
須佐史談会と合併︒大いな
る協力を得ています︒これ
は︑足は生地を離れても夢
は 故 山に 通 う想 い から で
しょうか︒
現在同好会は地区内五
名︑地区外四名で︑毎月第
二・第四水曜日の午後二時
か ら 四時 に 活動 し てい ま
す︒
皆さん︑古文書を通じて
郷 土 の歴 史 を研 究 して み
てはいかがでしょうか︒初
心 者 の入 会 を節 に 希望 し
ます︒
○連絡先は須佐公民館︵６
︱２３１０︶まで

︿俳 句﹀

七夕に届くメールの連歌かな

︵青葉台︶ 津守モト子

︵横屋丁︶ 茂刈富江

アスファルト継ぎ目から出るタンポポや︵浦 西︶林 竹子

空模様まだまだ降る気なめくじら

︵青葉台︶ 津守マキ子

通夜終えてふと見上げれば梅雨の星 ︵まてかた︶山崎 尚

蜘蛛の囲に宿りし露の美くしき

鯉い来いと呼べば集り飼を持つ

︵一 区︶ 石川崇子

︵一 区︶ 福嶋文江

文届かぬ飛脚にたのめばよかったな ︵六 区︶ 立野イネ子

水の香の鮎や白磁の皿の上

︵六 区︶ 立野イネ子

︿短 歌﹀

雨あとの庭に光のゆれながら
菖蒲の花のかがやく

︵一 区︶ 福嶋文江

田村 雅利

︵一 区︶ 石川崇子

卯の花の眞白き花補のむらがりて
香を放つ山里の梅雨

犬と来て螢の乱舞橋に見る
たばこ

子の 莨 火を一つ加へて

梅雨空の日溜まりに咲く紫陽花の
美 せる姿 に和 み癒や され ︵青葉 台︶

日︵水︶

時

分から

●ジョイントネット萩 草
の芽さんがやってくる！
とき ７月

午前
場所 須佐図書館

﹁須佐放課後子ども教室﹂は夏休
み期間中︵月〜金︶毎日午後１時 分
から須佐公民館で行います︒
各公民館・須佐図書館の詳しい日
程については︑学校配布でお知らせ
します︒お問い合せは︑各公民館及
び須佐図書館︵６︱５５００︶まで︒

☆☆☆ お知らせ ☆☆☆
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地区対抗ソフトボール大会（弥富グラウンド）

みんなで一緒に考えたり、テーマを決めて
過ごしたり、家族で団らんを！

梅雨が明け︑本格的な夏シーズン
到来！皆さん︑暑さ対策は十分です
か？今年も﹁猛暑﹂となりそうです︒
外ではもちろん︑家の中でもこま
めに水分補給︑適度な塩分をとるよ
うに心がけ︑日射病︵顔が赤く汗が
出ない︶
︑熱射病︵顔は青く冷や汗が
出る︶にならないよう十分気をつけ
ましょう︒また︑疲れたときには休
息も必要です︒無理をせず︑楽しく
夏を乗り切りましょう︒
︵ちなみに私はこの夏で汗いっぱい
かいて体重落とすぞ！︶
編集者 Ｏ・Ｅ

木 弥富・鈴野川地区盆踊り
金 地区対抗軟式野球大会（須佐Ｇ・須中Ｇ）
※（図）
土
日
月
火
水 こどもエネルギー・環境教室（須公）
木
金 映画上映会「千の風になって」
※（図）
土
育小・弥小・鈴小親
日
月 のびのび教室「登山」
火
※（図・弥公）
水
木
金
※（図）
土
日 須佐中親子ふれあい作業

お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあち
ゃん、子どもたち…一人ひとりが家族の一員。
14
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●のびのび教室﹁そーめん流しと
レクリェーション﹂
○とき ８月６日︵水︶
午前 時から
○場所 久原園地︵現地集合︶
○対象 須佐地域の小学生とその
保護者
○申込 ７月 日︵木︶までに須
佐公民館へ
○参加費 ５００円
○その他 現地までの集合が難し
い場合は︑申込み時に連絡してく
ださい︒

世帯数
人口
前月比
１，１９９戸 ２，６６０人 （ー４人）
３１４戸
７１８人 （ー３人）
１，５１３戸 ３，３７８人 （ー７人）

須佐
弥富
合計

●のびのび教室﹁山登りと自然観
察﹂

須佐地域の人口（Ｈ20.５月末現在）

１０

曜
行
事
内
容
金 須佐・弥富婦人学級「簡単エアロビクス」
土
日 山口県知事選挙
月
火
水 のびのび教室「そうめん流し」 ※（図・弥公）
木
金
※（図）
土
日
月
火 色えんぴつ画教室
※（図・弥公）
水

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

○とき ８月 日︵月︶午前９時
須佐公民館出発
○対象 須佐地域の小学生とその
家族
○持参物 弁当・お茶・タオル・
レジャーシート・帽子・その他必
要と思われるもの
○申込み ８月 日︵水︶までに
須佐公民館へ

★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

（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。

３０

日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

１０

３１

２５

２０

