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須佐地域生涯学習推進マスコット
「まな坊」

平成十九年度最後の須佐さつき学
級︵高齢者学級︶を三月二十五日︵火︶
須佐文化センターで開催しました︒
今回は︑簡単な体操を取り入れた
﹁レクリェーション﹂をしました︒
ちょうど小学生が春休みに入り︑
午後は須佐公民館で放課後子ども教
室を開催していることから︑急遽︑
合同で行いました︒
最初は︑右手を前にぱー︑左手を
胸にぐーと交互に前に出していく頭
の体操﹁ぐーぱー﹂
︒そして︑大人と
子どもの二人一組になりジャンケン
をして自己紹介をしました︒
ひととおり自己紹介が終わり︑い
よいよレクリェーション開始！
生き物の名前の書いてあるカード
を全員の首の後につけ︑ペアになっ
て一つずつ質問していき︑自分の後
のカードの名前を当てる﹁生き物カ
ード当てゲーム﹂
︑
﹁８４２１体操︵肩
たたき︶
﹂あんたがたどこさで﹁円盤
回し﹂新聞紙とペットボトルを使っ
た﹁輪投げ﹂
﹁ボウリング﹂﹁空き缶
拾い﹂などたくさんのゲームをしま
した︒中でも二グループに分かれて
競争した﹁缶拾い﹂と﹁ボウリング﹂
は小運動会のように大変な盛り上が
りでした︒
﹁地域の方と一緒に遊べて楽しか
った﹂
﹁子どもたちと交流できてよか
った﹂
﹁とても楽しかった﹂など︑普
段︑子どもたちと地域の方が交流す
る場が少ないだけに︑今回の合同レ
クリェーションは︑大人も子どもも
いい体験になったのではないでしょ
うか︒

三月十八日︵火︶須佐公民館で平
成十九年度最後のあおば勉強室を開
催しました︒
﹁里山おばさん︑今日も元気で駆
け回る〜健康・生きがいの夢サポー
ト人生〜﹂という演題で︑清流自然
村ヒュッテ桂谷ランプの宿のマネー
ジャーをしている小郡の畑山静枝さ
んを講師にお招きし︑これからの人
生︑生きがいについてのアドバイス
をしていただきました︒
畑山さんは︑三十代で夫を亡くし︑
二人の子どもを育てながら新聞社の
仕事と里山活動を頑張っていました
が︑自分も体調を崩し新聞社を退職︒

現在は︑健康生きがいづくりアド
バイザーの資格をとって里山活動に
専念しています︒
﹁生きがいのある人生を送るため
には︑くよくよ悩まず︑過去を振り
返らず︑夢と希望を持って今を生き
ること︒
﹂と畑山さん︒
当日は︑自宅でもできる簡単なタ
オル体操もありました︒
参加者は﹁夢を実現する心意気の
大切さを感じた﹂
﹁元気をもらった﹂
﹁一度ランプの宿に行ってみたい︒
必ず行きます﹂など︑この日の講演
をとても喜んでいました︒
自分は生かされているんだという
有り難さを畑山さんのお話で改めて
感じさせられた講演会でした︒
あなたの生きがいは何ですか？

「それ、アタック！」勝敗はどちらに？

早咲きの花も雨に濡れた三月三十
日︑弥富体育館と弥富小学校体育館
にて﹁平成十九年度ソフトバレーボ
ール弥富大会﹂が開催されました︒
少し肌寒いあいにくの天気でした
が︑地元弥富の他に須佐︑小川︑江
崎︑佐々並地区などから︑男女あわ
せて十五チーム約九十名の参加があ
りました︒
普段練習をされている方ばかりの
参加だったので︑球速も反応も速く
白熱した戦いでしたが︑今年は例年
より若干参加チームが少ないためか︑
相手チームとも笑顔で会話をしなが
ら和気あいあいと試合は進みました︒
また︑例年より地元チームの参加
も多く︑須佐から七チーム︑弥富か
ら二チームの参加があり︑うち鈴野

川から参加したチームは︑家族︵＋
先生︶での参加で︑大変なごやかな
大会となりました︒

試合結果は次のとおりです︒

○男性の部
優勝： Catchy
☆︵須佐︶
準優勝：異〜感じ︵須佐︶
三位：江崎ＳＶＣ︵田万川︶
ＤＬ＋︵田万川︶
○女性の部
優勝： Catchy♥
︵須佐︶
準優勝：イエロークラブＡ
︵田万川︶
三位：美遊伝Ｂ︵須佐︶
異〜感じ︵須佐︶

ご参加とお世話をいただいた皆さ
ん︑ありがとうございました︒次回
もよろしくお願いします！

優勝したＣatchy☆の皆さん、おめでとう！

畑山さんのお話を聞く参加者たち

みんなでタオル体操「１，２，３，…」

三月二十六日に終了式を終えた子
どもたち︒春休みに入った子どもた
ちの楽しみは？ やはり友だちと遊
ぶこと︒そんな子どもたちのために︑
いろんな教室を開催しました︒

〜竹楽器作り〜
三月二十七日︵木︶須佐公民館で
竹を使った楽器作りがありました︒
参加した子どもは二十四名︒五つ
のグループに分かれ︑みんなで協力
しながら作りました︒

みんなで協力して楽器作り「気を付けてー！」

ほとんどの子どもたちが︑キリや
ノコギリを使うのは初めてで︑なか
なか思うようにいきません︒ノコギ
リで竹を切るとき︑力が入りすぎて︑
あぶない場面が何度かありましたが︑
大人の方があいだに入って手伝い︑
何とか時間内に全員が楽器を作るこ
とができました︒
この楽器の鳴らし方は︑竹の棒の
先端に輪ゴムを何本か播いてばちを
作り︑それで︑できあがった楽器を
叩きます︒竹の真ん中の切り込みが
左右対称ではないので︑叩くと左右
音が違います︒
最後に全員で叩いてみると︑それ
ぞれ違った音が部屋中に響きわたり
ました︒せっかく苦労して作った竹
楽器︒今度は合奏ができればいいで
すね︒

竹楽器完成！上下で音が違います。

手作りお弁当を食べた後は︑自分
の描いた絵をみんなの前で披露しま
した︒
その後︑
﹁だるまさんころんだ﹂ボ
ールを使った﹁ドリブル競争﹂
﹁ボー
ル運び﹂︑﹁長縄飛び﹂や﹁伝言ゲー
ム﹂
︑最後に﹁菓子食い競争﹂などレ
クリェーションをして楽しみました︒
帰りはさすがに疲れて︑途中から
﹁足が痛い﹂の連発︒それでも公民
館に帰ってからまだ遊ぶんだと言う
子どもたちもいました︒
今年︑小学校一年生になる子ども
たちも何人か参加しましたが︑最後
まで頑張って歩きました︒
皆さん︑お疲れさまでした︒

２チームに分かれて、ボール運び競争。
「早く！早く！」

〜エコキャンでスケッチ〜

春爛漫︒桜の花も咲き始め︑お花
見にはもってこいの季節︒四月二日
︵水︶
﹁エコキャンスケッチ教室﹂を
エコロジーキャンプ場で開催しまし
た︒
子どもたちは︑朝九時に須佐公民
館へ集合︒エコロジーキャンプ場ま
で約一時間かかって歩いていきまし
た︒途中︑道ばたにはツクシがたく
さん咲いていて︑しばし足を止めて
眺めていました︒
エコロジーキャンプ場へ着くと早
速スケッチ開始︒須佐美術展はもち
ろん︑数々の美術展で受賞されてい
る河村ゆみ子さんに指導していただ
きながら︑八つ切り画用紙に花やエ
コロジーから見える風景画など思い
思いの絵を一枚ずつ描きました︒今
回は︑デッサン無し︒直接絵の具で
描く手法を使い︑正午まで二時間で
仕上げることができました︒

スケッチ：
「風景画を描きました」

]

︵学年は新学年︶

]

育英小 ４年 吉田春菜さん
育英小 ５年 中村悠里さん

ここちよい春の風が吹き始めまし
た︒今年は︑例年より少し遅くなり
ましたが︑須佐地域にも見事な桜が
咲きました︒
公園では︑満開に咲いた桜の下で
遊んでいる小さい子ども連れの親子
の姿も見られました︒

須佐公民館横駐車場の桜の木も満
開です︒

満開の桜の木の下で…

□須佐地域内
学校教職員人事異動

須佐地域の小・中・高校の教職員
に人事異動がありましたのでお知ら
せします︒

■転出
︵育英小学校︶

校 長 山野昭正︵美祢市立豊田前
小︶
教 諭 秋好昌代︵萩市立多磨小︶
藤田利枝︵退職︶
栄養士 吉田千栄子︵退職︶

田原俊子︵阿武町立奈古小︶
新川莊六︵萩市立椿東小︶
嶋嵜敬子︵萩市立明倫小︶
水谷真由美︵萩市立多磨小︶

︵弥富小学校︶
頭
諭
諭
事

事務長 藤本勝人︵宇部商高︶
教 諭 篠田和範︵小野田工業高︶
教 諭 横山真雅︵定数減︶
非常勤講師︵退任︶
椋
穀︑岡藤宏治
槇田和子

大変お世話になりました︒

■転任

︵育英小学校︶
校 長 築橋研二︵下関市立三豊小︶
教 諭 田中清美︵萩市立明倫小︶
教 諭 中島純子︵新規採用︶
栄養士 難波紘子︵新規採用︶

︵弥富小学校︶
教 頭 神山信司︵防府市立中関小︶
教 諭 須郷邦彦︵萩市立紫福小︶
教 諭 山村麿裕︵萩市立明倫小︶
主 事 末武久仁子︵義務教育課萩
分室︶

教
教
教
主

︵鈴野川小学校︶

︵鈴野川小学校︶
教 諭 岩本幸徳︵萩市立椿東小︶
事務補助員 宮内美和

どうぞ︑よろしくお願いします︒

︵須佐中学校︶
教 諭 上原孝明︵萩市立福栄中︶
非常勤講師 大谷桂子

教 諭 渡壁こずえ︵宇部市立鵜ノ
島小︶
事務補助員 尾崎博利︵退職︶
︵萩市立紫福小臨採︶

︵須佐中学校︶

教 諭 阿波和男︵萩市立萩東中︶
教 諭 井町有紀子︵萩市立萩西中︶
非常勤講師 三浦鉦倉

︵奈古高校須佐分校︶
校 長 松井良治︵山口農業高︶
教 頭 鈴木三郎︵響高︶

□人事異動
四月一日付け︑職員の人事異動︵着
任︶がありましたのでお知らせしま
す︒
※︵
︶内は旧
▽須佐総合事務所地域振興課長兼
須佐公民館長兼須佐図書館長兼
須佐歴史民俗資料館長
前 田
功
︵須佐総合事務所
地域振興課長︶
▽弥富支所長兼弥富公民館長
椋 木 正 徳
︵総合政策部
市民活動推進課主幹︶
△文化・スポーツ振興部
文化・生涯学習課主幹
吉 田
満
︵須佐地域事務所主幹兼
須佐公民館長兼
須佐図書館長兼
須佐歴史民俗資料館長︶
△退職

伊 藤 和 子
︵弥富支所長兼
弥富公民館長︶

※なお︑市の組織機構の改革が行わ
れ︑公民館の職員は教育委員会から
地域振興課職員となります︒
︵従来通
り公民館の中に職員がおります︒
︶教
育委員会須佐地域事務所は総合事務
所２階地域振興課内に移り︑学務係
が設置されます︒

萩市教育委員会
教育長 岩 崎

平成十八年十二月に約六
十年ぶりで教育基本法が改
正され︑これからの教育のあ
るべき姿と目指す理念が明らかに
されました︒また︑平成十九年六月
には学校教育法の改正をはじめと
する教育三法が国会において可決︑
成立し︑今春四月から一部を除いて
施行の運びとなります︒さらに︑そ
の時々の社会の変化や子ども達の
現状を踏まえ︑概ね十年毎に見直さ
れる小・中学校の学習指導要領改訂
案が公表され︑三月末に告示されま
した︒
新しい学習指導要領では︑
﹁知識
基盤社会﹂の時代において︑ますま
す重要となる﹁生きる力﹂という理
念を継承し︑その﹁生きる力﹂を支
える﹁確かな学力﹂と﹁豊かな心﹂
と﹁健やかな体﹂の調和を重視して
います︒そして︑
今回の改正により︑
新たに規定された公共の精神︑伝統
や文化の尊重などを踏まえ︑伝統や
文化に関する教育や道徳教育︑体験
活動等の充実が図られています︒そ
の教育内容の主な改善事項を次に
掲げます︒

肇

一︑言語活動の充実
各教科等において記録︑説明
論述︑討論といった学習活動
の充実等
二︑理数教育の充実
内容の系統性︑小・中学校で
の学習の円滑な接続を踏ま
えた指導内容の充実等
三︑伝統や文化に関する教育の充実
国語科での古典︑音楽での唱
歌・和楽器・保健体育科での
武道の指導などの充実感
四︑道徳教育の充実
先人の生き方︑自然︑伝統
と文化︑スポーツなど︑児童
生徒が感動を覚える教材の
活用等 .
五︑体験活動の充実
集団宿泊活動や自然体験活
職場体験活動の推進等
六︑外国語教育の充実
小学校高学年に外国語活動
の導入等
新学習指導要領の実施について
は︑平成二十一年度から︑できるも
のから先行実施し︑本格的な実施は
小学校で平成二十三年四月からと
なっています︒

萩市教育の基本方針は前述の国
や県の動向を踏まえ︑豊かな心とた
くましく生きる力をもった子ども
の育成や市民一人ひとりが個性的
にきらめくことができる生涯学習
社会の構築を図るとともに︑輝かし
い歴史︑文化を誇れる街づくりを推
進したいと考えます︒このため︑学
校においては各々の特色を生かし
ながら萩らしい教育︑生涯学習にお
いては啓発活動や魅力ある講座等
の開催︑文化財保護においては︑貴
重な文化遺産の保存継承と積極的
な活用をめざします︒
萩市教育委員会では︑家庭・地域
と学校が連携を取り合い一体とな
って子ども達を育てて参ります︒ど
うかよろしくお願いします︒

○須佐公民館から
四月一日より館内一階に設置して
あります大きな行事黒板を︑文化セ
ンター側の入口に移動しました︒
これは︑須佐公民館職員と施設を
利用される地域の皆さんとの連携・
交流をより密にすることを目的とし
ています︒
なお︑行事黒板を移動するに伴い
まして︑左記の点について︑地域の
皆さんのご協力をお願いいたします︒
★館内を使用される際には︑できる
だけ須佐文化センター入口を利用
していただき︑代表の方は事務所
︵窓口︶ヘ連絡してください︒
︵終
わった後も報告書を設置箱へ入れ
て一言声をかけてください︒
︶
★夜間・土・日・祝日に利用される
場合には︑一階事務所前管理室︵宿
直室︶の方へ始めと終わりに声を
かけてください︒
︵報告書を必ず提
出︶

☆地域の皆さんが︑心地よく施
設を利用していただくため︑
私たち職員も工夫を凝らしな
がら頑張ります︒

乳幼児サークル﹁ばる〜んず﹂で
は︑家庭で不用になった衣類︵子供
服︑大人服︶
・日用品雑貨︵鍋などの
台所用品︑タオル類︑その他︶
・陶器
類・おもちゃなど︑リサイクルバザ
ーを開催するためのバザー品をただ
いま受付中！
使えるものなら何でも結構です︒
みなさんのご協力をよろしくお願い
します︒
なお︑バザーの開催につきまして
は︑品物の数がそろい次第チラシを
配布︑改めて皆さんにお知らせしま
す︒
○お問い合せ・受付場所
乳幼児サークル﹁ばる〜んず﹂
事務局 須佐公民館
℡６︱２３１０

言い伝えによ
れば︑大化六年
六
( 五〇 宇
) 佐八
幡宮 大
( 分県 か
)
ら御神体を勧請
して︑須佐の海岸
松ヶ崎に社殿が
建てられたので
社名となった︒康
保三年 九
( 六六 )
社殿が拡張され
たが︑度重なる火
災により古記録
や神宝の多くが
焼失した︒慶長八
年 一
( 六〇三 須
)
佐領主益田元祥
も
( とよ し が
)山
根丁東の麓に移
し︑寛永十六年
一
( 六三 九 益
)田
元堯 も
( と かね )
の時現在の地に

移された︒社殿の鳥居は元禄二年 一(六八九 益)田就恒が建立した︒
社前に並ぶ石灯籠は︑益田家歴代領主が江戸参勤交代のつど奉献したもの
として萩市指定文化財に指定されている︒
また︑須佐の地名の由来の一つとして︑宇佐八幡宮の﹁宇佐﹂がなまり﹁須
佐﹂となったという説もあります︒

私たちの会は︑平成六年
六月六日にスタートし︑六
が三つ並んだことから﹁う
たごえ６・３会﹂となりま
した︒
会員は約四十名︒指揮者
の 西 村武 正 先生 の ご指 導
のもと︑伴奏の土谷美月先
生と毎週月曜日の午後︑お
し ゃ べり を しな が ら毎 回
楽 し く合 唱 の練 習 をし て
います︒
この会は︑
﹁皆で一緒に︑
楽しく歌おう﹂をモットー
にしており︑大声で歌うこ
と で 心と 体 の健 康 にも 役
立っています︒
歌う曲は︑唱歌︑民謡︑

童謡などの他︑最近では
ポ ピ ュラ ー な曲 も 歌う よ
うにしています︒
主に生涯学習発表会の参
加︑また︑たくさんの諸行
事へも参加しています︒
年齢層は六十才から八十
歳代の皆さんですが︑若い
方の入会も歓迎します︒
是非︑私たちと一緒に楽
し く 歌っ て みま せ んか ？
お待ちしています︒

新雪や今日もまた降り土焦る

しなやかに小花たいよう雪柳

月のみち来て我が影と家に入る

花嫁の孫眩しかり春立つ日

自転車を押して少年春の泥

悪餓鬼の手の中にいる天道中

瀧夜の晴れて月光庭照らす

水底に赤き一線寒の鯉

背戸の坂一面に敷くいぬふぐり

春隣いで湯の母娘睦ましく

︵一 区︶ 石川崇子

︵九 区︶ 長田トミエ

︵一 区︶ 福嶋文江

︵六 区︶ 立野イネ子

︵八 区︶ 林二三子

︵三 区︶ 原山怜子

︵四 区︶ 林 愛子

︵五 区︶ 富田八重子

︵八 区︶ 鈴木孝子

︵四 区︶ 品川玉枝

︵八 区︶ 岩本登志子

︿俳 句﹀

亡き夫の懐中時計春刻む

咲き映える菜の花畠に蜂が舞う
春の陽気が漂いみちる

︵一 区︶ 福嶋文江

︵青葉台︶ 田村雅利

︿短 歌﹀

幾年をめぐり開花の春うらヽ
茶の間で感動名所の桜

︵九 区︶ 長田トミエ

耳遠き妹の電話はみずからの
用件のみにてたちまちおわる︵六 区︶ 立野イネ子

葉水仙春を待ち侘び土に聞く
年に一度の開花祈りて

石川崇子

︵一

区︶

口もとに笑みを絶やさぬ君なりき
六〇余年の永き旅路を

○参加費 年会費５００円
○申込み ５月 日︵火︶まで

●弥富さつき学級﹁グラウンドゴ
ルフ﹂

〜訂正とお詫び〜

先月号︵３月︶の公民館だより﹁生
涯学習作品コーナー 短歌﹂に間違
いがありましたので︑お詫びして訂
正いたします︒

新年度が始まりました︒入学・進
学・入社⁝いろんな場面で新たな出
発の日を迎えられた方も多いのでは
ないでしょうか︒
ワクワク︑ドキドキ︑不安など気
持ちも様々だと思います︒最近では︑
仕事のストレスなどでうつなど病気
になる人も多いと聞いています︒張
り切るのはいいことですが︑時には
自分の体の健康管理にも気を付けま
しょう︒
本年度も元気で︑そして笑顔で頑
張りたいものですね︒
編集者 Ｏ・Ｅ

世帯数
人口
前月比
須佐 １，１９８戸 ２，６８１人 （ー２人）
弥富
３１５戸
７３２人 （＋２人）
合計 １，５１３戸 ３，４１３人 （±０人）

●須佐地区対抗エンジョイスポー
ツ大会

習字教室

誤 はかな言思つつ⁝
︵九 区︶長田トミエ
←
︵六 区︶立野イネ子
正

※子ども教室

○とき ５月 日︵木︶
午前９時 分から
○場所 弥富グラウンド
○対象 弥富地区の 才以上の方
○参加費 あり︵チラシで案内︶
○申込み ５月 日︵金︶までに
弥富公民館へ

※子ども教室

★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

エコロジーキャンプ場まつり

○とき ５月 日︵日︶
午前８時 分開会式
○場所 ソフトバレーボール
須佐中体育館
グラウンドゴルフ
須佐中グラウンド
○対象 今年から中学生以上が参
加できます︒
○申込み ５月 日︵月︶までに
須佐公民館へ

色えんぴつ画教室

３０

日 須佐地区対抗エンジョイスポーツ大会
月
火 須佐あおば勉強室・弥富やよい学級
※子ども教室
水
木
金 鈴野川小「田植え」
土
日 クリーン大作戦
月
火 須佐さつき学級
※子ども教室
水 育英小参観日
弥富さつき学級
木
金
土
弥富小「参観日」・鈴野川小「魚釣り大会」

●須佐あおば勉強室・弥富やよい学

●須佐さつき学級﹁悪質商法にか
からないためには？﹂
○とき ５月 日︵火︶
午後１時 分〜３時
○場所 須佐公民館 ２階講座室
○対象 須佐地区 才以上の一般
成人

須佐地域の人口（Ｈ20.２月末現在）

級﹁年金について﹂
○とき ５月 日︵火︶
午前 時〜 時 分
○場所 須佐公民館 ２階講座室
○対象 須佐地区・弥富地区一般
成人女性
○参加費 年会費５００円
○申込み ５月 日︵火︶までに
各公民館へ
３０

６０

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

１１

２０

須佐焼ふれあいまつり

習字教室
憲法 記念 日
みどり の 日
子どもの 日
振替 休日

容
内
事
行

３０

３０

６０

２９

曜
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土

１２

１３

２３

日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

１８

２０

１０

２７

