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須佐地域生涯学習推進マスコット
「まな坊」

去る五月十八日︵日︶︑健康増進︑
相互の親睦を深めることを目的とす
る須佐地区対抗エンジョイスポーツ
大会が︑須佐中学校体育館及びグラ
ウンドで行われました︒
毎年恒例のこの大会︒ソフトバレ
ーボールの部とグラウンドゴルフの
部に分かれて︑チーム毎に競います︒
また︑グラウンドゴルフでは個人賞
もあり︑参加者も昨年並みと人気は
衰えません︒
開会式では︑和田須佐総合事務所
長が﹁この大会でより一層の親睦を
深め︑今後の須佐地域の発展につな
げてください︒
﹂と激励の言葉を述べ
開会式終了後︑早速各会場に分かれ
てプレーを開始しました︒
当日は朝から日射しが強く︑プレ
ー前から汗ばむくらいの暑さでした
が︑参加者の皆さんは︑終始なごや
かにプレーを楽しんでいました︒
ここ最近では︑地域内の学校で親
子活動行事としてグラウンドゴルフ
が取り入れられたり︑また︑ソフト
バレーボールは︑一般の団体チーム
が定期的に練習・大会を行っている
など︑どちらも住民の皆さんに親し
まれているスポーツです︒
たくさんの人とふれ合う楽しさを
大事にし︑毎日が健康で明るい笑顔
で過ごせればいいですね︒
参加者の皆さん︑大会役員の皆さ
ん大変お疲れさまでした︒
なお︑エンジョイスポーツ大会の
詳細と大会結果は︑次ページに掲載
しています︒

ソフトバレーボールには九チーム
が参加し︑予選リーグ・決勝トーナ
メント方式で行われました︒
予選リーグから白熱した試合が続
きましたが︑Ａブロックでは松原Ａ
チームと入江Ａチームが︑Ｂブロッ
クでは前地・高山チーム︑上三原・
堀田チームがそれぞれ決勝トーナメ
ントに駒を進めました︒
決勝トーナメントでは︑レベルの
高い試合が展開されましたが︑最後

選手は体育館内の熱気で汗だく！

までねばり強さを見せた松原Ａチー
ムが見事優勝を飾りました︒

︿大会結果﹀
優 勝 松原Ａチーム
準優勝 入江Ａチーム
三 位 前地・高山チーム

表彰式の様子

一方︑グラウンドゴルフでは︑二
十チームが参加し︑プレーを楽しみ
ました︒
ゲームはＡ︑Ｂのコースを二回ず
つまわる四ゲームでスコアを競いま
した︒コースは︑会場に適応した特
別コースとなっていて︑山あり谷あ
り草ありと日頃練習している参加者
も悪戦苦闘︒

「やっと入ったー！」コツがありそうですね。

テニスコート側では側溝へ玉が落
ちたり︑また︑短いコースと長いコ
ースの感覚がなかなかつかめず︑強
く打ちすぎて違うコースへ玉が転が
ることもありました︒
スティックの持ち方にも工夫があ
り︑ホールポストに近づくほど短め
に持って打てば上手く入るようです︒
この日は︑ホールインワンが二十
三人出るなどグラウンドは賑やかな
声で響いていました︒
皆さん︑お疲れさまでした︒

︿大会結果﹀

○団体の部
優 勝 山根丁東
準優勝 本町・河原丁Ｂ
三 位 高山Ａ

○個人の部
優 勝 本多輝行
︵本町・河原丁Ｂ︶
準優勝 佐々木繁美
︵山根丁東︶
三 位 有地信人
︵山根丁東︶
※︵︶内はチーム名で載せてい
ます︒

五月二十日︵火︶
︑須佐公民館で第
一回須佐あおば勉強室︑弥富やよい
学級が開催されました︒
最近話題となっている年金記録問
題等に関連し︑今回は﹁年金﹂につ
いて︵財︶生命保険文化センターの
天野祐介さんにお話をしていただき
ました︒

老後の生活資金源となるのは﹃公
的年金﹄
︒公的年金とは︑国民年金や
厚生年金・共済年金などのことをい
います︒
もしこの年金制度がなかったら︑
老 後の生活 はどうな ると思い ます
か？老後を夫婦二人で暮らしていく
ためには︑最低日常生活費とゆとり
生活上乗せ額を足して全
国平均三十七万九千円
︵月額︶必要だそうです︒
最近では︑
﹁年金はもら
えるかどうか分からない
から﹂などの理由で国民
年金を払わない若者が増
えてきています︒しかし︑
公的年金は一生もらえる
もの︒プラス上乗せ年金
の個人年金を上手に活用
し︑
★公的年金は大切だから
みんなで守っていきまし
ょう︒
★保険は契約です︒賢い
消費者となって賢く加入
していきましょう︒
をモットーに︑もう一度
年金について考えていき
ましょう︒
真剣な表情で話を聞く参加者

五月二十七日︵火︶
︑六十歳以上の
方を対象とする高齢者学級﹁須佐さ
つき学級﹂が須佐公民館で開催され
ました︒
第一回目は悪質商法に騙されない
ためにはどうしたらいいか︑萩市安
全安心推進員の沖野益也さんに︑最
近の事例と消費者の被害回復手段・
被害防止対策についてお話をしてい
ただきました︒
萩市では︑平成十九年度に悪質商

法で相談を受けたのは三九〇件にも
及ぶそうです︒その中で須佐地域は
一八件︒最も多かった事例は︑有料
サイト関係や多重債務︑消火器など
の訪問販売に対する相談です︒
被害を防止するためには⁝
●販売員の身なりや態度に騙されな
い︒
●必要ないならキッパリ断る︒
●すぐに契約せず︑家族や友人に相
談する︒
万が一︑契約してしまった場合で
も︑一定期間は消費者が無条件に解
約できる﹃クーリング・オフ制度﹄
があります︒
もし騙されたと思ったら︑一人で
悩まず︑必ず誰かに相談しましょう︒
また︑住民の皆さん一人ひとりが
自己意識をしっかり持ち︑賢い消費
者になりましょう︒

ご相談は・・・
萩市消費生活センター
0838-25-0999 へ

「正しいクーリング・オフの仕方を…」と話す沖野さん

五月の鈴野川小学校では︑いつも
の活動の他︑ホットケーキ作りと裁
縫を行いました︒ホットケーキは︑
最初は生地を混ぜすぎてドロドロに
なり︑上手く膨らみませんでしたが︑
馴れるにしたがって生地をさっくり
混ぜるコツを覚え︑大きさは不揃い
だったものの美味しく焼けるように
なりました︒子ども教室のボランテ
ィアの方や︑先生達と美味しく頂き
ました︒

ホットケーキづくりを楽しむ子どもたち

裁縫は︑ボタンを縫い付ける練習
を行いましたが︑玉留めなどに苦戦
していました︒先で役立つからと言
っても︑具体的な目標の見えない作
業は︑子どもには難しいようです︒
次回は︑帽子や何かを作ってみよ
うと思います︒

弥富小学校の自転車教室は︑いよ
いよ本番が近付き︑問題も難しくな
り︑実技も仕上げに入ってきました︒
けれど︑練習頻度が少ない為︑本
番に不安が残るところです︒そこで︑
六月から出場児童を対象に︑練習会
数を︵少し︶増やす事にしました︒
子ども達は大変ですが︑サイクリ
ングイベントのようなお楽しみも企
画していますので︑是非頑張って欲
しいものです︒

上手くできたかな？

★﹁狐笛のかなた﹂
理論者 上橋菜穂子

中世日本のような世界を舞台に︑
現実と異界の狭間に生まれ︑使い魔
として術者に使役される霊狐と︑術
者の血を引く身寄りのない娘の恋物
語︒権力争いに巻き込まれ︑互いを
適方とする二人の恋がどんな結末を
迎えるのか⁝︒善悪では分けられな
い登場人物達の想いが幾重にも絡ま
り︑読みごたえがあります︒

★﹁花の歳時記﹂全四巻
講談社

歳時記から植物に関する季語を抜
粋し︑写真をフルカラーで載せた豪
華な本︒博物学的な記述だけでなく︑
文化的背景や︑その植物に関する句
なども載っており︑花が好きな方の
みならず︑ 文芸好きな方にも楽し
める︒

★﹁まて！宇宙ぼうちょう﹂

新日本出版社
海部宣男・伊藤章夫

皆さんが見上げる夜空は︑宇宙の
姿そのものです︒ただし︑天の川銀
河の片隅にある地球から見る光景は︑
宇宙の姿全体ではなく︑主に銀河を
内部から見たものです︒では︑いっ
たい宇宙とは︑どんな姿をしている
のでしょう？
大昔︑宇宙はとても小さな一点か
ら始まったことや︑暗黒星雲やブラ
ックホールに銀河団︑そして現在も
膨張を続ける宇宙︑といった日常か
らは想像もつかないことが可愛らし
いマンガで分かりやすく描かれてい
ます︒

長年︑保護司として保護観察対象
者の更生や地域社会の犯罪防止に尽
力してきた︑須佐地区青葉台の田村
雅利さんが︑春の叙勲﹃瑞宝双光
賞﹄を受賞 されました︒
︻受賞者の声︼
このような賞を頂いたのは︑多く
の方々の功績があったからこそ︒こ
れからも可能な限り頑張っていきた
いと思います︒
︵田村雅利さんより︶

長年︑体育振興にご尽力されてき
ました須佐地区山根丁東の西村武正
さんが︑
﹃萩市体育功労賞﹄を受賞
されました︒
現在︑育英スポーツ少年団剣道部
で小学生に剣道の指導をされていま
す︒
︻受賞者の声︼
思いかけず名誉ある賞を頂き︑嬉
しく思います︒これからも︑元気で
子どもたちの剣道の指導を頑張って
いきたいと思います︒
︵西村武正さんより︶

﹁さわやかなそよ風が 語りかけ
るよ 運動場から校舎へ吹き抜けて
いく♪・・﹂
これは︑育英小学校の集会の歌と
して︑昨年の竣工式で発表されたも
のです︒新校舎ができて一年が過ぎ
ました︒今は︑春から夏に向かう季
節で︑本当にさわやかなそよ風が校
舎を吹き抜け︑新校舎は︑今でも木
の香りが漂い居心地のよい空間と
なっています︒
子どもたちは︑この風に押され
て︑というよりこの風に乗って︑明
かりの飾りがついた校門を抜けて
スロープを上がってきます︒子ども
たちが児童昇降口へ入るときの笑
顔のあいさつを見ると喜んで学校
へ来ているなと感じます︒
校門を入るとすぐ左側に落成記
念事業で建立された記念碑があり︑
野村市長の筆による﹁夢﹂の文字が
刻まれています︒人にとって﹁夢﹂
はエネルギーの源のようなもので︑
前に進む力と勇気を与えてくれま
す︒

萩市立育英小学校
教頭 田 中 博 文

一方︑
﹁夢﹂は︑希望が見えるよ
うに思えますが︑逆に﹁夢空言・・﹂
と否定的にもとらえられることも
あります︒どちらかというと﹁夢﹂
を否定的に﹁実現できないこと﹂と
してとらえてはいないでしょうか︒
今から数十年前︑十歳のニール少
年は︑夜空に見える大きな月を見な
がら︑
﹁お母さん︑お月さんきれい
だね︒ボクあの大きな月に行ってみ
たい！﹂するとお母さんは﹁何言っ
てるのそんな夢みたいなこと︑馬鹿
げたこと言ってるの﹂とは言わず︑
︵まだ誰も月に行くなど想像もし
ない時代ですが︶
﹁ニール︑きっと
いつか行けるよ！﹂と少年をしっか
り抱いて答えたそうです︒そう︑こ
の少年こそアポロ１１号に乗って
人類で初めて月面に足を踏み込ん
だあのニール・アームストロングで
す︒
少年は︑ずっと夢をあたため︑学
び︑その夢を実現させたのです︒も
し︑お母さんが﹁無理よ﹂と言い続
けていたらその夢は叶えられなか

ったかもしれません︒母親が子ども
のありのままをしっかり受け止め︑
認めてあげることで少年は夢をは
ぐくませ続ける勇気をもらったの
だと思うのです︒
今の子どもたちにこの﹁夢﹂があ
るでしょうか？どうも︑私たち大人
はあまりにも現実主義になり︑物事
を否定的にとらえていないでしょ
うか︒子どもたちの言う夢はまだ愚
かなとんでもないことかもしれま
せん︒しかし︑しっかり受け止めて
もらえることで﹁自分を受け入れて
もらっている﹂ことを感じ︑安心し
て次を考えます︒そして︑その夢も
少年なりにはぐくませながら修正
し実現させていくのではないでし
ょうか︒
夢は希望を与え︑希望は勇気と力
を与えてくれます︒子どもたちが少
しでも夢をもち︑そして未来に向け
て前進していく力を育てていきた
いものだと思います︒育英小学校の
新校舎落成記念碑は︑私たちにそん
な﹁夢﹂を語りかけているのです︒

育英小学校新校舎落成記念碑

須佐地域では︑放課後や長期休み
に︑子どもたちが安全・安心して過
ごせるよう︑須佐公民館︑弥富小︑
鈴野川小︑須佐図書館のそれぞれの
会場で︑定期的にボランティアスタ
ッフの指導のもと﹃放課後子ども教
室﹄を開催しています︒
ボランティアスタッフも少人数の
中︑子どもたちのために毎回アイデ
アを出し合って活動をしていますが︑
手の足らないことも多々あります︒
そこで︑子どもたちと一緒に学び
あい︑楽しく活動してくれるボラン
ティアスタッフを募集します︒
詳細については左記へ︒
皆さんのご協力をお待ちしていま
す︒
○お問い合せ先
須佐公民館 ６︱２３１０
弥富公民館 ８︱２０４４

大薀寺は曹洞宗の寺で金瀧山と号
し︑山根丁東にあります︒

正面から見た大薀寺

大薀寺の前身は︑永享年中 一(四二九〜一四四〇年 に)弥富大田に創建さ
れ︑弥高山山興禅寺と号しました︒天正十九年 一(五九一 深)川 長(門市 大
)
寧寺十五代関翁和尚を招き興禅寺妙悟寺と改めましたが︑二代傑叟和尚の時
鐘楼のみ残し焼失しました︒

慶長年中 一(五九六〜一六一四年 益)田家二十代 須(佐初代 )
益田元祥が︑父藤兼の菩提寺にするため須佐に移建し︑現在の
大薀寺となり︑代々益田家の位牌所とし︑寺領二十石を賜りま
した︒
萩市指定文化財の梵鐘の鐘銘は煙滅して明らかではないが
﹁長門国阿武郡弥富郷弥高山山興禅寺永享乙卯秋月・・・・﹂
の字が読まれています︒また︑裏庭には雪舟の弟子が築いたと
いわれる見事な庭がある︒
そして︑その裏山には育英館初代学頭品川希明︑第二代学頭
波田兼虎︑剣豪多根卯一の墓があります︒

大薀寺梵鐘

ぼくたちと
一緒にいろ
んなこと学
びません
か？

私たちは﹃ソフトバレー
愛好会﹄です︒
毎週水曜日︑午後八時か
ら 十 時ま で 育英 小 学校 の
体育館で練習しています︒
この愛好会ができたの
は五年前︒当時は週二回の
ペ ー スで 集 まっ て いま し
たが︑会員数も現在は七人
となり︑週一回の練習とな
っています︒
それでも︑練習の間は会
員 同 士和 気 あい あ いと し
た 雰 囲気 で 楽し く 活動 し
ています︒
大会にも積極的に参加
し︑萩や福栄での大会に年
四回︑その他須佐ソフトバ
レ ー リー グ 戦に 参 加し て
います︒
こんな私たちですが︑一
緒 に バレ ー をし て くれ る
方を募集しています︒会費
は月五百円︒問い合わせは
松岡龍男 ６︱３１５９
大賀竜一 ６︱２９９１
皆さんの参加をお待ち
しています︒

桜花いま別れる人を見て開く

就職の孫の背広や亡父に似て

青春の熱き日のあり桜桃忌

満水のダムのさざ波太宰の忌

新茶もむ山に夕日の輝きて

牡丹の花のくずれや雨後の庭

春耕の土黒ぐろと目覚めけり

お茶を摘むかすかに聞こえ昼の鐘

思い出をたゝみて帰る藤の路

衣更スラリと立ちし娘今はたち

︵一 区︶ 福嶋文江

︵九 区︶ 長田トミエ

︵六 区︶ 立野イネ子

︵八 区︶ 林 二三子

︵二 区︶ 原山怜子

︵四 区︶ 林 愛子

︵五 区︶ 冨田八重子

︵八 区︶ 鈴木孝子

︵四 区︶ 品川玉枝

︵八 区︶ 岩本登志子

︵一 区︶ 石川崇子

︿俳 句﹀

厚き衣を都に忘れ一重咲き

︿短 歌﹀

幼子のおでこよ空に照る星と
仲良く眠れお手手つないで︵一 区︶ 石川崇子

年を経て訪ね来てみし故郷は
花より他に知る人ぞ無し ︵六 区︶ 立野イネ子

さん・四月姉妹月とはいまや早や
別れゆくのか弥生は西へ ︵九 区︶ 長田トミエ

賑やかな蛙の声に誘われて
暫し夜路に立ちて聞き惚れ︵青葉台︶ 田村雅利

五月晴そよ風ゆられ九輪草
伸びては又咲き五重の塔かな︵一 区︶ 福嶋文江

須佐公民館では︑７月 日︵木︶か
ら夏休み期間中の午後︑毎日︵月〜
金︶放課後子ども教室を開催します︒
︵詳しい内容は︑後日︑小学生対象
の保護者へチラシを配布します︒
︶

火

23
24
25
26
27
28
29
30
31

水
木
金
土
日
月
火
水
木

※（図・公）

●須佐あおば勉強室
﹁楽しくストレッチ体操！﹂

22

○とき

萩おもしろ雑学セミナー
「木版画を創ろう」（須公）

○とき ７月 日︵日︶
○場所 菊ヶ浜海水浴場
○７月 日︵木︶までに文化・生涯
学習課実行委員会︵０８３０︱２５
︱３５１１︶へお申し込み下さい︒
なお︑詳細は市報６月１日号に掲載
してあります︒

海の日

○場所
○講師

※（図）

編集者 Ｏ・Ｅ

梅雨の季節になり︑ジメジメとし
た日が続いていますが︑皆さんは︑
いかがお過ごしですか？
先日︑入梅前にと︑子どもたち︑
大人数人で野菜の苗植え作業をしま
した︒昨年はじめた畑づくり︒去年
の失敗を反省に︑今年は⁝と大人も
張り切っています︒
トウモロコシにサツマイモ︑ミニ
トマト︑きゅうり︑なす︑ピーマン︑
スイカ︑かぼちゃ︑里芋・・・︒収
穫時期が楽しみです︒

土
日
月 子ども会交歓大会

○対象
○申込

19
20
21

□お詫びと訂正
須佐地域公民館だよりの４月号︵俳
句︶に誤りがありましたので︑お詫
びして訂正いたします︒
︵誤︶悪餓鬼の手の中にいる天道中
←
︵正︶悪餓鬼の手の中にいる天道虫
︵四区︶ 林 愛子

※（図・公）

日
月
火 色えんぴつ画教室 ・地区懇談会（育小）
※（図・公）
水
木
金
※（図）
土
日
月
火
※（公）
水
木
・習字教室
金 地域内小・中学校終業式

★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

世帯数
人口
前月比
１，１９８戸 ２，６６４人 （ー８人）
３１５戸
７２１人 （ー５人）
１，５１３戸 ３，３８５人 （ー１３人）

須佐
弥富
合計

※（図）

１７

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

６月 日︵月︶
午前 時〜 時 分
須佐文化センター
日本３Ｂ体操協会
公認指導者
石田 恵 様
須佐地区一般女性
６月 日︵月︶までに須
佐公民館へ

（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。

●乳幼児サークルばる〜んず
﹁たなばた会﹂

土 センター）

３０

○とき ７月４日︵金︶
午前９時 分から
○場所 須佐公民館 こどもの館
○対象 未就園児とその保護者
○その他 地域の方も是非︑遊び
に来てください︒一緒に七夕飾を
つけましょう！

・萩おもしろ雑学セミナー「笑うヨ〜ガ」（保健
※（図）
・社会を明るくする運動啓発パレード

5

１１

ジョイントネット萩 草の芽さん
がやっ
てくる！
とき ７月 日︵水︶
午後２時から
場所 須佐図書館

須佐地域の人口（Ｈ20.４月末現在）

３０

２７

曜
行
事
内
容
火
※（図・公）
水 地区学級（須中）
地区学級（須中）
木
金 ばる〜んず「たなばた会」 ・習字教室

２３

１０

日
1
2
3
4

１０

３０

３０

