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須佐地域生涯学習推進マスコット
「まな坊」

須佐放課後子ども教室では︑昨年
度よりも充実させた内容で︑活動を
展開していこうと張り切っています︒
児童クラブと地域の方との交流︑
ものづくり︑自然体験といったこと
を中心に子どもたちの豊かな心を育
むため︑大人と一緒になって楽しみ
ながら活動しています︒
そんな中︑今年度は放課後子ども
教室で花や作物を育てる︑畑づくり
をすることになりました︒
先ずは下見︒四月三十日︵水︶
︑よ
く晴れた青空の下︑須佐公民館から
育英小学校の児童が作っている田ん
ぼの横の畑まで︑放課後子ども教室
のスタッフと子どもたちが一緒に︑
畑を見に行きました︒
ところが︑畑となる場所は︑草が
いっぱい生えていました︒この日は︑
時間もなく草取りはできませんでし
たが︑子どもたちは︑生い茂った草
むらの中を元気に走り回ったり︑シ
ョッピー草を取って笛を作ったりし
て楽しんでいました︒
また︑大人の方が︑
﹁すい葉﹂とい
う草花をとって茎をかじり﹁昔はよ
くこれを取って茎をかじって︑汁を
吸いよったんよ︒
﹂と︒子どもたちも
同じようにして噛んでみると︑すぐ
さま顔をしかめる子ども︑何度も噛
んでいる子どもと好き嫌いがあるよ
うでした︒
さてこの畑︒これから草を取り︑
土を耕して︑先ずは昨年とったひま
わりの種とトウモロコシの苗を植え
る予定です︒どんな畑になるか︑楽
しみですね︒

弥富公民館では︑鈴野川小学校︑
弥富小学校︑および地域のボランテ
ィアの方々の協力で両小学校で放課
後子ども教室を行っています︒
鈴野川小学校では︑週四回程度不
定期に︑三角ベース︑キックベース︑
卓球︑サッカー︑鬼ごっこなど︑遊
びを中心に行っています︒鈴野川は
児童が三人しかいませんが︑みんな
元気いっぱいです︒
伸び盛りの子ばかりなので︑どの
遊びもどんどん上達しています︒特
に卓球は最近始めたばかりですが︑
上達にはめざましいものがあります︒
料理づくりや工作など文化的な活
動も計画中ですので︑よいアイディ
アをお持ちの方は︑是非教えてくだ
さい︒

地域の方と楽しくすぽーつ！

弥富小学校では︑毎週水曜日に自
転車教室を行っています︒七月五日
︵土︶の交通安全自転車大会への出
場を目指して︑自転車の操縦練習と
交通ルールの学習も行っています︒
ただ︑学んだことが実践に活かさ
れてないことも多いです︒公道を走
るときはヘルメットをかぶり︑道路
の左側を通行すること︑そして飛び
出しを絶対にしないことなどを︑普
段の生活から気をつけて欲しいもの
です︒
鈴野川小学校は児童数が少ないた
め︑協力者が増えると子どもたちの
遊びや学習の幅が広がります︒
また弥富小学校の自転車教室は︑
指導の目が行き届かないため︑やは
りもっと協力者が欲しいところです︒

〜 問 題 〜

子どもたちも勉強している問題で
す︒自転車についてどの程度ご存じ
ですか？○×で答えてみてください︒

一︑自転車は白の二本線の路側帯の
内側を通行してはいけない︒
二︑十分に幅の広い歩道ならば︑自
転車を駐輪してもよい︒
三︑自転車で通行可能な歩道を走行
中︑前方の歩行者が自分の通行
の妨げになりそうな場合は︑ベ
ルを鳴らして避けてもらう︒
四︑自転車のパンクの一番の原因は︑
釘などが刺さるからだ︒

五︑自転車は本来歩道ではなく車道
を走るものだ︒
六︑踏み切りでは︑手前で一時停止
し︑徐行して横断する︒
七︑傘差し運転と無灯火︑携帯使用
運転︑ヘッドフォン使用運転は
どれも五万円以下の罰金︑酒酔
い運転は五年以下の懲役又は百
万円以下の罰金である︒

〜 回 答 〜

一︑○︒歩行者専用です︒ただし小
学生以下の児童や車道の交通状
況が明らかに危険な場合は通行
可能です︒
二︑×︒
三︑×︒自転車を降りて声をかけ︑
横を通らせてもらう等しましょ
う︒

四︑×︒パンクの原因で最も多いの
は︑空気圧不足です︒乗り手が
空気圧を管理しましょう︒
五︑○︒歩道は歩行者のものです︒
六︑×︒踏み切りでは自転車を押し
て渡ります︒
七︑○︒自転車には自動車運転免許
のように点数制度がないので特
に気を付けましょう︒

皆さんは︑いくつ知っていました
か？
もう一度︑自転車のルールを再確
認し︑交通規制を守って正しく︑安
全 に乗るこ とをここ ろがけま しょ
う！

子どもたちと一緒に
遊びたい、学習した
いという方は弥富公
民館（８−２０４４）
までご連絡下さい。
皆様のご協力をお待
ちしています。

〜自転車教室の様子〜みんな真剣！

四月十七日︵木︶
︑萩市連合婦人会
されました︒
お昼の時間には︑お弁当を食べな
の総会が須佐文化センターを会場に
がら︑ロマンクラブによる演劇﹁水
開催されました︒
須佐婦人会からは九十名︑他地域
戸黄門﹂の観賞︒そして午後からは︑
からも約七十名の参加がありました︒ 萩市内において歯科医を開業してお
野村興兒萩市長も来賓として来られ︑ られる南崎信樹先生による講演があ
﹁婦人会の力は︑そのまま地域の力
りました︒歯のメンテナンスの重要
となるので︑
︑これから大いに活動さ
性︑口の中のケアについて大変分か
れることを期待しています︒
﹂と挨拶
りやすくお話をされ︑唾液がでるツ
ボを押さえた
り︑歯茎を丈夫
にする口の体
操も行いまし
た︒
会場が一番
盛り上がった
のは︑口パクに
よる伝言ゲー
ム︒たった二文
字の伝言なの
に︑﹃はな﹄が
﹃やま﹄になっ
たり︑﹃ほし﹄
が﹃うし﹄にな
ったり︑参加者
全員大笑い︒
感動あり︑笑
いありの大変
勉強になる講
演会でした︒
連合婦人会総会の様子（須佐文化センター）

昭和十四年︵一九三九年︶
萩市生まれ︒国学院大学文学部
日本文学科卒業︒
三十年以上にわたって教職に
携わり︑小・中学校長︑萩市教
育長などを歴任︒また須佐中学
校 に も 勤 務 し て い た こ とが あ
る︒現在︑萩市金谷天満宮宮司︑
山口県歌人協会理事などを務め
る︒
著作として﹃八重子のハミン
グ﹄〜４度のガン手術から生還
した夫がアルツハイマーの妻に
送る︑ 文字のラブレター〜が
ある︒

☆講師⁝陽 信孝さん
☆ 演 題 ⁝ ﹃やさしさの
心って何？﹄

毎年恒例の生涯学習発表会が六月
さて︑午後に行われる講演会では︑
二十二日︵日︶
︑作品発表が二十一日
待望の講師が決定いたしましたので︑
︵土︶から二十三日︵月︶の午前中
左記のとおりお知らせします︒
に行われることに伴い︑着々とその
当日は︑発表会︑講演会とも須佐
準備が進んでいます︒
文化センターを会場に行われます︒
当日行われる午前中の発表会では︑ 是非︑多数の方のご来場をお待ちし
歌や劇︑大正琴やダンスなどといっ
ています︒
た多くの団体が︑日頃の練習の成果
みなみ
の ぶ た か
を披露します︒また︑今年初めて参
加される団体もあり︑和やかな発表
会となりそうです︒
発表会まで後わずか︒今は各団体
とも最終調整に入っているところで
講師紹介
はないでしょうか︒

昨年の生涯学習発表会の様子

３１

平成二十年度︑萩市﹁春の花いっ
ぱいコンクール﹂が開催され︑四十
九件の応募のうち︑須佐地域では個
人の部に二人︑学校花壇の部に二校︑
地域・職員団体の部に一校が入賞し
ました︒
このコンクールの表彰式は︑五月
十七日︵土︶
﹃萩・夏みかんまつり﹄
の会場で行われます︒
なお︑詳細は次のとおりです︒

︻個人の部︼
金賞 原田好里さん︵山根丁東︶
銀賞 柴田静江さん︵中津︶

︻学校花壇の部︼
努力賞 萩市立須佐中学校
努力賞 萩市立鈴野川小学校

︿入賞者の声﹀

と考えるのも楽しみです︒種をまき︑
苗 も買い︑ 後はこぼ れ種︵野 良ば
え︶
・挿し木・挿し芽・株分で増やし
ていきます︒
花は正直︒毎日見て可愛がってや
ればきれいに咲き続けてくれるし︑
忘れられるとしおれたりします︒気
持ちが落ち着き︑ストレスもたまら
ず︑毎日が楽しい気分で送れるのは︑
私の場合は︑花のお陰かも知れませ
︵原田好里さん︶
ん︒

須佐町の﹁花を咲かせましょう︑
花壇コンクール﹂で配布された花の
苗を植えたのがきっかけで始めた花
壇づくり︒花の苗を植えるときに︑
いつも﹁きれいに咲きますように﹂
と思いを込めて一本一本植えるので
すが天候に左右され︑根くされした
り︑虫にやられたりします︒審査の
時に一番よい状態でなければいけま
せん︒今年の春は︑きれいに花を咲
かせてくれました︒
花は人の心を穏やかにし︑心を癒
してくれます︒環境美化にもなりま
すし︑これからも花を植えていきた
いと思っています︒
︵柴田静江さん︶

（柴田さん宅前で）

玄関前のガーデニング、素敵です！

︻地域・職員団体の部︼
奨励賞 奈古高校須佐分校
自然科学部

入賞された皆さん︑おめでとうご
ざいます︒

四季のある美しい国だと言われて
いた日本も︑温暖化で季節が変化し
てきました︒
今年の二︑三月は冷たく寒い日が
続き︵これが普通︶
︑花壇の花たちも
震え上がっていましたが︑三月末頃
から暖かくなって元気を取り戻し︑
一気に咲き出し︑我が家の花壇に春
がやってきました︒
今は満開ですが︑次はどのように

玄関や庭は何百種類もの花でいっぱいでした。 （原田さん宅で）

須佐地域スポーツ災害
共済会について
今年度よりスポーツ災害共済は︑
住民の皆様からの掛金は徴収せず︑
これまでの基金をもってスポーツ行
事毎に民間保険に加入することとな
りました︒

保険の対象は︑従来どおりス
ポーツ振興会および公民館主催
のスポーツ大会行事︵例：エン
ジョイスポーツ大会︑地区対抗
ソフトボール大会︑地区体育大
会等︶のみとなります︒
※スポ少・婦人会・老人クラブ・ス
ポーツ団体等の各種行事はこれまで
同様︑対象外ですので︑各団体にて
スポーツ傷害保険に加入してくださ
い︒

ご不明な点等ありましたら︑須佐
公民館︑弥富公民館へお問い合わせ
ください︒

きね

うす

﹁わあー︑こんなお餅ができた
よ︒﹂
﹁こんなにお餅って伸びるん
だ︒
﹂
﹁とっても柔らかいね︒
﹂子ど
もたちのいろいろな声が聞こえた︒
今年一月︑二十年ぶりに復活した
保育園での餅つき大会でのひとこ
ま︒その日︑子どもたちの目が輝き︑
歓声に包まれた遊戯室で私も子ど
もと同じ喜びを感じた︒
私自身も小さい頃︑お餅つきを体
験し︑その時の記憶が昨日のことの
ように蘇ってくる︒まだ暗い夜明け
前から父母が準備をし︑餅つきが始
まる︒今でこそ機械でつくが︑昔は
杵と臼︒餅をつく音が家中に響き︑
兄︑姉︑私と順番に目をこすりなが
ら起きてゆく︒餅米を蒸し︑杵でつ
く過程がおもしろい︒私はあんこ餅
を作るのが楽しみであった︒時に
は︑できたてのそのあんこ餅を家族
に隠れて拝借したものだ︒餅の軟ら
かい食感とあんがマッチして︑今で
もあの味は忘れられない︒感動を伴
った小さい頃の体験は絶対に忘れ
ない︒

萩市須佐保育園
園長 笹 倉 久 乃

今は︑物質的に豊かになり︑食べ
物もできた物が店頭に並ぶことが︑
多くなってきている︒人々が長い
間︑築いてきた食文化を次の世代に
継承していくことが︑いつの間にか
置き去りにされている︒今の子ども
たちにも食を通じて人々が築き継
承させてきた様々な文化を理解し︑
つくり出す力を養ってもらいたい
と思う︒何よりそこにはたくさんの
感動や発見がある︒
平成十七年﹁食育基本法﹂が施
行︒保育園においても︑子ども一人
ひとり﹁食べる力﹂を豊かに育む支
援づくりを求められている︒

①お腹のすくリズムのもてる子ど
も
②食べたいもの︑好きなものが増え
る子ども
③一緒に食べたい人がいる子ども
④食事づくり︑準備にかかわる子ど
も
⑤食べ物を話題にする子ども

以上五つが︑小学校入学までに育
成が期待される子どもの姿であ
る︒
その為には︑保育園において
﹁食育計画﹂を立て︑総合的に取
り組んでいくことが求められる
が︑まずはいろいろなクッキング
保育を体験し︑子どもたちの発
見︑感動の中から食への関心や高
まりを培っていけたらと思う︒

不安な
気持ちで
育てると︑
子どもも
不安になる

著者
ドロシー・ロー・ノルト
﹁子どもが育つ
魔法の言葉﹂
より

﹁四境戦争﹂
江戸時代の末期︑長州藩が揺れ動いていた頃の一八六五年︵慶応元年︶
︑高
杉晋作らが馬関︵下関︶で挙兵して倒幕派政権︵幕府を倒す︶を樹立しまし
た︵元治の内乱︶
︒高杉らは西洋式軍制を採用した平民である奇兵隊や長州藩
諸隊を整備し︑大村益次郎を登用して新式兵器や西洋軍服を配備し︑戦術の
転換など軍事改革を行いました︒
その頃幕府︵十四代将軍徳川家茂︶は大阪城へ入り再び第二次長州征伐を
決定しました︒
翌年六月七日に幕府艦隊は︑周防大島への砲撃を開始し︑十三日には芸州
口︵広島の境︶
︑十六日には石州口︵益田︶
︑十七日には小倉口︵北九州︶で
それぞれ戦闘が開始されました︒俗に言う﹁四境戦争﹂の始まりです

△奇兵隊陣羽織

慶応二年︵一八六六年︶六月十六日朝︑山口方面から北上した
大村益次郎率いる長州藩約千名は︑津和野藩︵無抵抗︶を通過︑
津和野藩と浜田藩との藩境にあたる扇原関所︵益田横田︶に差し
掛かったとき︑この扇原関所の守 岸静江国治︵浜田藩︶は長州
軍の通過を許さず︑僅かな部下と急募の農民と共に関所の守りに
つき︑ついに戦闘が開始された︒
圧倒的多数の敵兵を前に岸静江はまず部下と農民を退去させ︑
唯一人関門を守り銃弾を受けながらも仁王立ちのまま絶滅したと
言われ︑あっぱれな戦死に長州藩は靖国神社に合祀せられた︒
また︑須佐隊は︑十六日江崎を船で出発︑戸田より高津に進行︑
そして益田市内医光寺︑勝達寺︑万福寺で陣を張る幕府軍︵浜田
藩︑福山藩︶へ攻め入りました︒
長州藩の優れた戦術に︑幕府軍三万の兵は大敗しました︒ちな
みにこの時の長州軍の死傷者は九名だったと言われています︒

只今︑須佐歴史民俗資
料館で関連の資料を展
示中︒
詳しくは︑須佐歴史民
俗資料館︵電話⑥３９１
６︶へ︑市民は入館料無
料です︒

△益田家関係の展示

﹁石州口の戦い﹂

△益田親施公像

私たちは詩吟と演歌の貴
船 翠 風先 生 に指 導 を受 け
て 活 動し て いる グ ルー プ
です︒翠風会は詩吟を︑ど
ん ぐ り会 は カラ オ ケの 練
習をしています︒
活動日時は毎月二回︑主
に第二・第四金曜日の午後
六時から九時︵カラオケは
七時開始︶
︒
翠風会は九人の仲間が
いましたが︑現在は三人︒
新 た なメ ン バー を 募集 中
です︒詩吟とは江戸時代に
作 ら れた 日 本の 漢 詩な ど
に 独 特の 節 回し を 付け て
詠むものです︒腹の底から
声を出すので︑ストレス解
消︑健康増進の効果もあり
ます︒
カラオケのどんぐり会は
現在十三人︒平成十九年七
月から始まり︑月ごとに曲
を選んで練習しています︒
皆 自 分が 上 手い と 思っ て
練習していますが︑その実
大差はありません︵それが
名前の由来︶︒みんなで歌
っ て 楽し く 覚え る こと が
目 的 なの で 互い の 批評 な
どはしませんが︑あまりに
独 創 的な と きは 先 生が 優
しく指導します︒
皆さんも私たちと一緒
に 楽 しく 歌 って み ませ ん
か？
●連絡先
翠風会：品川和久
８︱２６０９
どんぐり会：藤村正一
８︱２６０８

妻逝きて過去一つ増え花野菜

︵青葉台︶ 津守モト子

︵上三原︶ 石橋東岳

︿俳 句﹀

行く春を値踏てばかり陶器市

︵まてかた︶ 山崎 尚

︵横屋丁︶ 茂刈富江

林道の木漏れ日きらり夏近し

︵浦 西︶ 林 竹子

葉桜の揺らいできらり風を生む

お使いの帰りは春の月が待つ

︵九 区︶ 長田トミエ

︵青葉台︶ 津守マキ子

彼岸雨慈雨なるかなや甘き雨

︵六 区︶ 立野イネ子

チューリップ一片のこし直立す

白椿凍てし夜多耐えし白さかな

︵一 区︶ 福嶋文江

︵九 区︶ 長田トミエ

山若葉野は草萌えて人せわし

︿短 歌﹀

彼岸食おはぎ笑顔で席に着く
尊き母の面を抱きて

足はウォーキング腕はダンベル
前頭前野は何もて鍛へん ︵本町上︶ 岩本美子

また来たよ顔を覗かせさえずりて
古巣に休む鴛鴦ツバメ

︵一 区︶ 福嶋文江

︵青葉台︶ 田村雅利

老ゆるとも日日の暮らしに夢もちて
明日へ明るく歌ありてこそ ︵六 区︶ 立野イネ子

静かなる木々の芽立によりそいて
誇る日本の山桜花

︻お詫び︼

木 弥富さつき学級（弥公）
金
土 山口福祉文化大学講座 ※子ども教室（図）
日
月 須佐あおば勉強室

●山口福祉文化大学公開講座

26
27
28
29
30

●須佐さつき学級
﹁ 悪 質 商 法に か から な い ため に
は？﹂

世帯数
人口
前月比
須佐 １，１９９戸 ２，６７２人 （ー９人）
弥富
３１４戸
７２６人 （ー６人）
合計 １，５１３戸 ３，３９８人 （ー１５人）

先月号︵４月号︶の公民館だ
より﹁地域の行事板 ５月﹂に
誤りがありました︒
関係の皆様にご迷惑をおかけ
したことを謹んでお詫び申し上
げます︒

月
火
水

スンジン

23
24
25

○とき ６月 日︵土︶
午前 時 分から
○場所 須佐公民館 ２階講座室
○内容 ﹁金融のグローバル化﹂
〜ＩＴ進化と金融グローバル化と
の相関関係について〜
○講師 山口福祉文化大学

文化発表、特別講演

○とき

日

純珍

22

３０

クォン

※子ども教室（図）

権

習字教室（須公）

土

教授

（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。

誤 ５月 日︵日︶
クリーン大作戦

金 弥小ふれあい参観日 ・

21

○場所
○対象

20

○申込

※子ども教室（公）

皆さん︑ゴールデンウィークはど
のようにお過ごしでしたか？農家で
はほとんどの家が田植えに追われて
休む暇もなかったのでは？お疲れさ
まです︒
子どもが小学生ぐらいまでは︑い
ろんなところへ遊びに行くこともあ
ったけれど︑中学生にもなるとちょ
っと難しいです︒それでも︑一日部
活を休ませて︑家族でのんびり遊ん
できました︒大人もちょっぴり息抜
きに・・・︒でも︑楽しんだ後の財
布の中身は・・・淋しいですね︒
編集者 Ｏ・Ｅ

木 弥富やよい学級（弥公）

なお︑今年度のクリーン大作
戦は︑全市的な取り組みとして
現在実施日を調整中です︒

水

19

２８

★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

18

５月 日︵火︶
午前 時〜 時 分
須佐公民館 ２階講座室
須佐地区 才以上の方な
らどなたでも
人数把握のため︑できる
だけ事前の申込みをして
下さい︒詳しくは須佐公
民館まで︒

須佐地域の人口（Ｈ20.３月末現在）

●須佐地区対抗バレーボール大会

※子ども教室（図・公）
水
木
金
※子ども教室（図）
土
日
月
火 須佐さつき学級（須公）

作品発表

○とき ６月８日︵日︶
午前８時 分開会式
○場所 須佐中学校体育館
○対象 須佐地区内の中学生以上

11
12
13
14
15
16
17

３０

●体力つくり弥富地区対抗ソフト
バレーボール・グラウンドゴルフ
大会

月
火 色えんぴつ画教室

生涯学習発表会

※子ども教室（図・公）

２５
9
10

１１

○とき ６月８日︵日︶
午前８時 分開会式
○場所 弥富グラウンド・弥富体
育館
○対象 弥富地区に在籍している
方ならどなたでも

日

須佐地区対抗バレー大会（須中体育館）
弥富地区対抗ソフトバレーボール大会
（弥富グラウンド・体育館）

8

※子ども教室（図）

土
7

６０

３０

３０

１０

曜
行
事
内
容
日
月 須佐中オープンスクール
火
※子ども教室（図・公）
水
木
金 習字教室
日
1
2
3
4
5
6

２７

１０

