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十一月十七日（火）
、今年度第三回
目のさつき学級が開催されました。
今回は視察研修ということで、萩地
域の「エコプラザ・萩」
「萩八景遊覧
船」
「萩博物館」へ勉強・体験をしに
行きました。当日の参加は三十五人
と多くの方の参加があり、学級生の
みなさんも視察研修を楽しみにして
おられたようでしたが、残念なこと
に天候の方は今ひとつで、小雨が降
る中の視察研修となってしまいまし
た。悪天候のため移動に若干難点は
ありましたが、実りのある研修とな
りました。多くの学級生に参加いた
【エコプラザ・萩（萩第二リサイクル
だきましてありがとうございました。 センター）
】
「エコプラザ・萩」は、平成二十
年四月から供用開始となった、萩市
のリサイクル活動推進施設です。こ
の施設には、プラスチック製及び紙
製容器包装とペットボトルの圧縮梱
包設備、古紙等の保管施設からなる
工場棟やごみの減量とリサイクルの
普及啓発、再生工房棟があり、施設
に太陽光発電設備を設置した地球温
暖化防止にも配慮した施設となって
います。工場棟や再生工房の作業の
様子を見学し、ゴミの分別について
も、副館長から説明していただきま
した。特に、ゴミの分別については、
学級生のみなさんも日頃からやって
エコプラザ・萩で…説明を聞く学級生

工場の様子を見学

【萩博物館（伊藤博文とその時代）
】
今回の企画展は、伊藤博文公没後
百年を記念したもので、歴史好き、
特に明治維新が好きな方には、大変
興味深いものでありました。学芸員
の方の説明により、日本の近代国家
建設をめざした伊藤博文公の軌跡を
たどることができました。貴重な多
くの資料が展示されていましたが、
その中でも暗殺されたときに着てい
た血糊のついたシャツが印象的でし
た。博物館内の廊下には、萩ゆかり
の過去の著名人の紹介パネルが展示
してありました。あらためて萩出身
の有名な方が多いことを再確認でき
ました。

最後は萩博物館で歴史を学びました。

おられるので、詳しい内容の質疑、
応答もありました。リサイクルの重
要性の再認識ができた研修となりま
した。

【萩八景遊覧船】
萩城跡横を出発し、堀内伝統的建
造物群保存地区を眺めながら橋本川
へ。橋本川を上流に向かい、常盤島
や「玉江の秋月」をして萩八景和歌
集に詠まれている観音院などの景色
を見ながら、旧田中別邸のところで
Ｕターンする約四十分の遊覧コース
でした。遊覧船の水面から見る景色
は格別で、いつもの景色とは違った
萩城下ならではの歴史的景観を満喫
することができました。途中から小
雨が降り出したのが、ちょっぴり残
念でした。

遊覧船で萩の景色を優雅に見物

説明を聞く参加者

毎日、栄養バランスを考えながら
食事をつくることは、大変なこと。
時には、ちょっと手を抜いた食事に
なることも…。
そこで、簡単に栄養バランスを考
えることのできるのが『食事バラン
スガイド』。三角のコマを見ながら、
足りない栄養を補い、一日三食、偏
らない食事ができるという優れもの
です。
説明の後、参加者は早速、朝食べ
た食事についてバランスガイドに書
き込み、あと何の栄養が足りないか、
チェックしていました。
翌日からの食生活が、楽しくなり
そうですね。

十一月十五日（日）
、須佐中学校で
人権教育講演会が開催されました。
講師は、広島文化学園大学特任教
授の沢田美代子先生。
『命みつめて』という演題で、沢田
先生が養護教諭として子どもたちと
関わってきた体験から、生まれてく
る命の大切さについてお話しされま
した。

沢田先生の口調は、大胆かつ大ら
かで肝っ玉母ちゃん的のよう。時々
笑いもとるけれど、情が熱く、伝え
たい思いがしっかり伝わってきて、
聞いている子どもたちの顔も真剣な
表情でした。

当日は、地域の方や保護者も参加
し、せつない親心の話では、保護者
の方が涙する場面も見られました。
最後に、思春期の子どもたちに「や
ればできる」の精神も伝えられ、と
ても有意義な講演会となりました。

一生懸命生徒に語る沢田先生

命の重さに涙する保護者

十一月十日（火）
、須佐公民館の講
座室で須佐地区女性を対象とする
「須佐あおば勉強室」が開催されま
した。
今回は、生活習慣病の要因ともな
っている「食事」について、山口農
政事務所地域第一課の松本さんに
『気をつけてますか？毎日の食事』
という演題で、お話していただきま
した。

「栄養バランスは大事」と説明する松本さん

迫力のある言葉に耳を傾ける生徒たち

～須佐保育園～
山中人美さんの講演

言葉の専門家である山中さんから
は、子どもと向かい合うときの「こ
とばの使い方」のアドバイス、特に
褒めることの大切さについてお話し
されました。
左記に子どもと向きあうときのポ
イントを上げてみました。
①理解できる言葉を使う。
②言葉をかけるタイミングを図る。
③注意を向けさせるようにする。
④指示は予告をしておくことが大事。
⑤肯定的な言い方をする。
（例：水を
そんなに出したらダメでしょ！ →
水は必要な分だけ出そうね。
）
⑥「褒める」を上手く使う。
・年相応のことができたらそれは
褒めてあげる。
・子どもの好きな褒め方を探す。

十二月四日（金）
、須佐駅でイルミ
ネーションの点灯式がありました。
「五、四、三、二、一…」と一斉
にカウントダウンが始まり、午後六
時に点灯！完成の拍手がわき上がり
ました。
男命イカ、ポニョ、トーマス、ア
ンパンマンなど、おなじみのキャラ
クターが並べられ、色とりどりのラ
イトで須佐駅を照らしていました。

この点灯式は、商工会青年部によ
るもので、おにぎりやお魚をすり身
にした温かいつみれ汁も用意され、
参加者にも大好評でした。

また、ちょっと早いですが、プレ
ゼントを持ったサンタクロースも登
場！サンタさんからプレゼントをも
らった子どもたちは、大喜びでした。

つみれ汁の前では行列が…

今年もにぎやかなクリスマスにな
りそうですね…。

サンタを囲む子どもたち。
プレゼントの中身は、お菓子で
した。よかったね。

近年、両親の共働きや核家族化に
伴い、家庭環境が昔と比べて大きく
変化する中、子育てに関する親の学
習機会の提供が必要とされています。
萩市では各学校や保育園の保護者が
集まる機会を利用して、子育て講座
を開催しています。
須佐地域においても、来年度就学
を迎える児童の保護者を対象とした
子育て講座が十月二十日（火）に弥
富小学校で、十一月十九日（木）に
育英小学校で開催されました。また、
十二月五日（土）には須佐保育園で、
萩市のふたば園に勤務されている言
語聴覚士の山中人美さんによる講座
が開催され、約六十人の保護者が講
演を聞きました。

～育英小学校～
西村武正さんによる講演

何方にも挨拶をすることを心がけ
ているのですが、先日、中学生に
なる娘から「お父さん、知らない
人に挨拶をしたり、中学生に声を
かけたりするのはやめて、私、恥
ずかしい。
」と言うのです。自分
奈古高等学校須佐分校
の父親を認識されたくないのでし
ょうか。思春期とはいえ、非常に
教頭 野 村 泰 彦
寂しい思いをしました。しかし、
この時期の子どもたちにこそ、挨
ございます」と挨拶をすれば「行っ
拶は最も大切なことだと思ってい
ておいで」と、
「帰りました」と挨拶
ます。
をすると、
「お帰り」と我が子のよう
終わりに、十一月三日に開催さ
に声をかけてもらったものです。ま
れました「須佐ふるさとまつり」
た一方では、よく叱られることもあ
では、地元の皆様に、分校の生徒
ったように記憶しております。こう
たちを温かく迎えていただきまし
した些細なことが子どもたちの社会
て、誠にありがとうございました。
性を育て、基本的生活習慣を身に付
生徒たち自身、皆様への感謝の気
けさせてくれるものだと思うのです。 持ちで一杯だと思います。本当に
地元とのよい「絆」ができました
ことを喜んでおります。

須佐分校に着任して一年と八ヶ月
が過ぎました。これまで旧須佐町の
皆様には、分校が閉校を迎えること
もあり、公私ともどもいろいろな場
面で、温かくしていただき、誠にあ
りがとうございます。中でも公民館
や社会福祉協議会で行われている
「映画上映実行委員会」や「須佐地
域生徒指導推進協議会」、「須佐地域
ボランティア連絡協議会」等では、
多くの方々と知り合うことができ、
須佐地域の皆さんの地元を大切にす
る思いが強く伝わってまいります。
近年、教育問題では、学校教育や
家庭教育のことがよく取りだされま
すが、私は子どもたちが成長してい
くうえでは、生活と直接関わる地域
での「絆」が非常に大切であると感
じております。この絆とは、地元自
治体や協議会のみが担うものだけで
はなく、平素から私たちが意識して
築いていくものだと思うのです。
例えば、車社会の今日、近所の方
と挨拶を交わす機会も非常に少なく
なってまいりました。私たちが子ど
ものころは、近所の方に「おはよう

私が定時制に勤務していたころ、
午前中に庭で水やりをしていると、
天気のいい日には決まって、近所の
若いお母さんが、乳母車を押しなが
ら、二、三歳の小さなお子さんの手
を引いて散歩をされていました。そ
して、お子さんに声をかけながら、
道行く人と挨拶を交わされているの
です。微笑ましい光景です。
さて、私自身はどうかと申しま
すと自宅前を通行される方には、

バンド演奏後、インタビュー受ける分校生徒

十二月二日（水）の午後、須佐文
化センター前、道路脇のプランター
に、パンジーの花（八十苗）を植え
ました。
子どもたちの手際もよく、数十分
で植えることができました。
側を通るときは、是非見てくださ
い。

咲いたら、こ
んなにかわい
い花です。

育英小 ６年 大谷純平
須佐中 ３年 澄岡ほのか
弥富小 ３年 山本昌輝

育英小 １年 大玉麻衣
須佐保 年中 平尾銀二郎

岩盤のずれが起きると地震波が周
囲に伝わり、やがて地表に達すると
地表が「揺れ」ます。私たちはこの
「揺れ」で、地震が地下で発生した
ことを知ることができます。 この地
震による揺れの強さをマグニチュー
ドという単位で表現されています。
マグニチュードは地震そのものの大
きさをあらわします。震度は、揺れ
の伝わり方を表し、震源から遠いと
ころほど小さくなります。

地震は、地下の岩盤が周囲から
押されることによってある面を境
としてずれる現象のことをいいま
す。このずれを断層といいます。
須佐地域でも前地や高山などで、
大きく裂けた断層やＳ字型に折れ
曲がった断層をみることができま
す。その昔、大きな地殻変動があ
ったことの証です。
また、活断層ということばをよ
く聞きますが、これは通常は地表
に現れている断層と認められる地
形のうち、最近の地質時代（第四
紀以降：最近約一七〇～二〇〇万
年）に活動し、今後も活動しそう
な（＝地震を発生させるような）
ものをいいす。
今のところ、須佐地域周辺に大
きな活断層の所在は確認されてい
ません。活断層がないからといっ
て安心はできません。現に福
岡管区気象台の発表によりま
すと十月一ヶ月だけでも身体
に感じないマグニチュード一
程度の地震が萩市だけでも十
数回、そのうち須佐を震源と
するのが二回記録されていま
す。
このように地質を知ること
で自分達の身の安全を確保す
ることは、もっとも大切なこ
とだと思います。特に海に面
する地区では、津波の心配も
考えておくことが必要です。

いっとう会は、昭和五十
五年に結成。旧須佐町で一
番 最初にボ ランティ ア活
動 を目的に 出来たと いう
こと、社会を明るく照らす
一 つの灯火 としての 活動
を 続けよう の意味を 込め
て「いっとう会」の名称に
名付けられたそうです。
最初は、廃品回収から始
まり、今は手芸や配食、施
設 訪問や諸 行事への 協力
な どと幅広 い活動を して
います。
この会のモットーは、で
きる人ができることを。
また、輪と和を大事にし
てみんなにこにこ、という
ことです。会に参加してい
る方は「ここに来ると元気
がでます」とおっしゃって
いました。皆さんも一緒に
いかがでしょうか。（男女
を問わず）
○連絡先
萩市社会福祉協議会
須佐支部六―二二〇四
西村君子（山根丁東）
六―二四五三

坪庭の風情かえたる散り紅葉

一雫柚の力や食進む

畳屋のたたみ打つ音十二月

もの言わぬ自販機光る冬木立

枯木立こずえ鋭く天を突く

星月夜頭上にかかる父の星

しがらみを捨てて身軽し枯木立

（一 区） 石川崇子

（青葉台） 津守マキ子

（浦 西） 林 竹子

（青葉台） 津守モト子

（横屋丁） 茂刈富江

（まてかた） 山崎 尚

（下三原下） 石橋東岳

（山根丁東） 仁保逸朗

〈俳 句〉

国境を跨いで眠る旅の星

（六 区） 立野イネ子

また

庭暮れて残りし香り金木犀

〈短 歌〉

木枯らしが落ち葉集めた里の道
行く人もなし秋の夕暮れ （青葉台） 田村雅利

鈴成りのこま柿に降る通り雨
飢に泣く子の夛き世の中 （一 区） 石川崇子

散りし花根本にひろげ山茶花は
立冬の朝を尚も咲きつぐ （本町上） 岩本美子

までに須佐公民館へ
○その他 詳細は、学校経由の案
内チラシに掲示しています。

須佐地域の人口（Ｈ２１．１０月末現在）

編集者 Ｏ・Ｅ
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（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。

★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
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●のびのび教室・放課後子ども教
室「七草がゆをつくろう！」

※（図）

山口福祉文化大学で先日行われた
「萩ものしり検定」
。参加した皆さん
お疲れさまでした。私も久々に試験
の緊張した空気を味わってきまし
た。気になる合否は？ご想像にお任
せします。
さて、平成 年も残りわずかとな
りました。アッという間の一年でし
た。公民館も地域の皆さんのご協力
により無事に一年を乗り切ることが
できました。ありがとうございまし
た。来年もよろしくお願いいたしま
す。

※（図・公）

～お詫びと訂正～

※（図）

○と き 平成 年１月７日（木）
午前９時 分
～午後１時
○ところ 須佐公民館
○対象者 須佐地区小学生～一般
○参加費 一人１００円
○申込み
月 日（木）までに
須佐公民館へ

消防出初式
成人の日
交流百人一首大会
色えんぴつ画教室

月号（先月号）の「ふるさと愛
護作品展審査結果」で、間違いがあ
りましたので、お詫びして訂正いた
します。
誤：佳作 中村昇容（育小六年）
正：佳作 中村昇容（鈴小六年）

容

●あおば勉強室「手芸教室」
○と き 平成 年１月 日（火）
午後１時 分から
○ところ 須佐公民館
○講 師 松原 大田紀代 様
○対 象 須佐地区の女性
○参加費 一人６００円
○申込み 平成 年１月５日（火）
までに須佐公民館へ

世帯数
人口
前月比
１，１９１戸 ２，６０９人 （－１人）
３０８戸
６９６人 （＋１人）
１，４９９戸 ３，３０５人 （±０人）

須佐
弥富
合計

※（図・公）
公務始め
子ども教室「特別教室」
子ども教室「特別教室」
のびのび・放課後子ども教室「七草がゆ」
地域内学校始業式 ・ 習字教室

１９

１７

内

３０

３０

●のびのび教室「スケート教室」
２２

２２

事
行

２２

２４

２２

２２

○と き 平成 年１月 日（日）
午前８時までに須佐公民
館へ集合
○ところ サンビレッジ浜田
○対象者 須佐地区小学生～一般
○参加費 中学生以下１０００円
大人１５００円
○申込み 平成 年１月８日（金）

元旦
萩市成人式（萩市民館）

※（図・公）

のびのび教室「スケート教室」（浜田）

※（図）

須佐あおば勉強室「手芸教室」

※（図・公）
習字教室
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