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【弥富地区対抗
ソフトボール大会】
八月十四日（金）
、弥富地区対抗ソ
フトボール大会が弥富グラウンドを
会場に行われました。今年は、五チ
ームが参加。トーナメント形式で行
われ、選手と観客合せて約八十人が
グラウンドに集まりました。

毎年恒例のこの大会、帰省された
方の参加もあり、大いに盛り上がり
をみせ、和やかな雰囲気の中、大会
も進行していきました。決勝戦は、
七区チーム対九区チーム。決勝に残
るチームだけあって、ファインプレ
ーが飛び出すなど、ハイレベルな戦
いが繰り広げられました。

選手の皆さん、役員の皆さん、暑
い中、大変お疲れさまでした。
大会結果は次のとおりです。

ストライクか？ボールか？かまえるバッター…

○優 勝 七区チーム
○準優勝 九区チーム
○三 位 二・三区合同チーム、十
二・十三区合同チーム
○ホームラン賞（七人、十一本）
坂本一平（二区） 一本
佐々木健太（三区） 一本
宮内欣二（七区） 三本
岩本偉久（七区） 二本
仁保 博（七区） 二本
岩本偉一（七区） 一本
末永紘生（十一区） 一本

【盆踊り大会】
～弥富地区～

八月十四日（金）
、弥富支所駐車場
で盆踊りが行なわれました。

～鈴野川地区～

鈴野川地区でも、八月十四日（金）
、
農林漁業者健康増進施設で盆踊り大
会が行なわれました。

～須佐地区～

八月十五日（土）
、午前中は大雨に
見舞われましたが、午後には雨も上
がり、須佐文化センターで午後七時
から盆踊りが開催されました。

【表紙説明】
文化センターの玄関付近では、須
佐地区子ども会育成連絡協議会と
小・中学生が、焼き鳥やかき氷、ヨ
ーヨーすくい、スーパーボールすく
い、などの屋台を出し、低価格でお
客さんに振舞っていました。

「かき氷はいかがで
すか？おいしいよ！」

選手宣誓！
「さあ、こい！」

八月十日（月）
、須佐の海を巡る『ク
ルージング＆魚釣り』
（主催＝体感ク
ルージング実行委員会「海援たい」
）
が開催されました。
参加したのは、小・中学生と保護
者の二十一人。実行委員長の河村さ
んの挨拶が終わると、救命胴衣をつ
け二隻の船に分乗して須佐漁港を出
発。初めて船に乗る子どもが多かっ
たですが、船の揺れと潮風の感触が
心地よさそうでした。

いってきま～す！

夏休みも最後の週となった八月二
六日（水）
、須佐と弥富合同の「のび
のび教室」が開催されました。
今回は弥富を拠点とし、弥富公民
館から道永の滝、畳ヶ淵へと往復約
十一キロを歩く『ハイキング』を行
いました。

畳ヶ淵では、お弁当を食べた後、
子どもも大人も裸足になり、冷たい
水の中に足をつけました。氷のよう
な冷たさでしたが、みんな気持ちよ
さそうでした。中には足下が安定せ
ずにバシャンとおしりまで浸かって
しまった子どももいました。

ちょっと寄り道…

参加者は、保護者を含めて二十四
人。朝晩涼しくなったとはいえ、日
中はまだまだ真夏の暑さが残る季節。
子どもたちは額から汗を流し、
「えら
い～！」
「暑い～！」
「足が痛い～！」
と言いながらも、自然の遊びを体験
帰りはみんなお疲れモード。最後
しながら、目的地の畳ヶ淵まで一生
は自然体験で満喫した夏休みでした。
懸命歩いていました。
皆さん、お疲れさまでした。

畳ヶ淵では裸足になって水に足をつけました。

もうダメ～
えらいよ～！

ホルンフェルスに近づくと、断層
が迫ってくるようで迫力満天！

また、湾内に設置してある鯛の中
間育成用のいかだで魚釣りもしまし
た。一匹釣れるとそこからは入れ食
い状態でした。

昼食はバーベキュー。自分が釣っ
たアジの刺身はおいしかったようで
す。解散時には、釣った魚をお土産
にもらい大満足の子どもたち。夕食
は魚をメインに、家族との会話も弾
んだのではないでしょうか。

アジがたくさんつ
れました。

九月六日（日）
、晴天に恵まれた須
佐グラウンドで、須佐地区対抗ソフ
トボール大会が開催されました。
今年度は、これまで予定していた
屋外競技は悪天候のためすべて中止。
今回が初めての競技ということもあ
り、参加は八チームで総勢八十人が
集まりました。
参加者は、今までの鬱憤を晴らす
かのように、白熱した試合が繰り広
げられ、三試合連続で試合するチー
ムも見られました。

熱戦を繰り広げた皆さん、また役
員の皆さん、大変お疲れ様でした。
大会結果は、次のとおりです。
○優 勝 水海・入江チーム
○準優勝 本町・河原丁チーム

「え？すごい！科学の不思議に感
動です 」
八月二十五日（火）
、午後七時から
須佐公民館で開催された雑学セミナ
ー。講師は越ヶ浜小学校の先生で、
サイエンスレンジャーの松田光一さ
ん。サイエンスレンジャーは、日々
科学の楽しさの普及に努めておられ
ます。
当日は、簡単な科学工作や超強力
磁石の実体験、立体メガネの作成と
体験をし、参加した大人から子ども
まで「え～！すご～い！」と驚きの
声をあげていました。

九月六日（日）
、弥富公民館で開催
された雑学セミナーでは、樹木医の
草野隆司先生を講師に、
「ちょっと樹
になる話～樹をとおして見えるもの
～」という演題でお話がありました。
弥富をはじめとする萩市内の巨
樹・古木などをプロジェクターで紹
介する場面もあり、参加者の皆さん
の評判も上々。現地に行って実物を
見みたいなどの声も聞かれました。
弥富にも次のような巨樹・古木があ
ります。興味のある方は、鑑賞され
てはいかがでしょうか？
丸山神社のアカガシ・仙田の大楢
木・児玉家のヤブツバキ・大野の
スダジイ・桑原のフジ・石ヶ谷の
幻の大シイ

女性の参加者も多かった「樹」の話

ホームで転倒！セーフ？アウト？
バッター打ちました！ヒットなるか？！

絶好の天気に恵まれ、楽しくプレーする参加者

！！

ふしぎなめがねで平面の絵が立体に

須佐地区子ども会育成連絡協議会
会長 一 木 清 久

近ごろ気になる言葉があります。
請け売りですが述べますと、
それは、子育てにかかわる会議や情
地域の教育力が低下しているので
報の中で頻繁にでてくる「地域の教
は、という指摘はそのとおりだと
育力」という言葉です。
思います。地域の教育力の減少は、
一昔前、自分の子どもがまだ学校
地域という共同体の崩壊に比例す
に行っている間は、家庭での子育て
ると言われていますので、自然減
八月十八日（火）
、須佐公民館で健
やＰＴＡとしての学校行事のお手伝
とも言えます。人口減によって、
康教室が開催され、
「健康に年を重ね
いなどで多忙な（今思えば楽しい）
地域の共同体として体力が衰えた
ていくためには」という演題で、須
日々を過ごさせてもらいましたが、
のは仕方ないことではあるんです
佐総合事務所健康福祉課の杉山さん
その頃には「地域の力」などという
が、それよりも民主主義や自由を
より、お話を伺いました。
う言葉は気にとめないでいいぐらい、
履き違えたような考え方によって、
健康維持するためには、毎日しっ
普段の暮らしの中で自然と皆がやっ
地区内での連帯感が薄れ、誰にで
かり食べ、運動も欠かさず行うこと
ていたことなのだと思います。
も備わっている他人を思いやる気
だそうです。当日は、簡単なストレ
今、イ＝地域の教育力の低下が嘆
持ちが、隠れてしまっているよう
ッチとボールを使った運動もあり、
かれつつも、ロ＝その重要性が改め
に思います。
参加者は楽しそうに行っていました。 て認識されています。子どもたちの
ロ＝その重要性とは、子どもたちが
健やかな成長には、ハ＝「地域の力」
人間形成を整える大切な時期に、
が必要不可欠なんです。
①人間の「生きる形」
②人間の「暮らし方」
③人間の「精神の形」
を伝えてくれることです。
ハ＝地域の力とは、須佐に住むすべ
ての人が、地域における習俗や慣
習としての礼について子どもたち
に教え（伝え）善導することです。
ボールの空気入れも良い運動！
「結構きつい」と参加者

一例を挙げますと、浦地区で昔
から続けている浜掃除です。祇園、
弁天祭りという地区での大きな神
事を前に関係する場所をきれいに
することから始まったんだと思い
ますが、浦地区の全家庭から参加
して、掃除をするという事は、
一、差別なく、みな一致協力して
掃除（労働）をします。
二、掃除は整理整頓という習慣づ
けの形成に役立ちます。
三、また労働感にもつながってい
ます。
ので、多くの子どもたちに呼びか
けて一緒にできたらいいですね。
私たちにできることは、たくさ
んあると思います。挨拶というソ
フトな方法から、田植えばやしな
どの伝承の技を伝えることなどで
す。誰にでも、それぞれできるこ
をやることで、子どもたちが生ま
れながらにして持っている、思い
やりの心や自ら育つ心を涵養して
やること、人としての歩む道を伝
えてやることを、常に意識として
持っていたいものですね。

畳ヶ淵は、今から約三十四万年前、伊良尾山の噴火により流れ出た溶岩が、
弥富盆地の低い部分に流れ込み、その溶岩が規則正しく冷えて固まり、六角
形の玄武岩柱状節理が出来上がりました。
どうして、このような六角形の岩石ができたかというと、まず、日本の溶
岩は、約八〇〇度でゴツゴツした溶岩が多いのに比べ、伊良尾火山の溶岩は
約一二〇〇度で、水飴のような軟らかいものだったといわれています。
そして、水飴状の溶岩が、冷えるとき起きうる対流の渦は、大きいものは
分裂し、小さいものは消えてほとんど同じ大きさに並び、冷えるにしたがっ
て体積が小さくなろうとして、収縮し互いに引っ張り合い六角形（変化に強
い正三角形六つの集合体）をつくります。 図( )
そして、更に割れ目が早く冷えるとそこに熱が出ようとして、タテとヨコ
が一対になる渦を生み出し、一方が凹み、一方が凸出した柱状の割れ目をつ
くります。こうして出来た、柱状節理は、地殻変動などによりあるところで
はヨコや斜め方向に、あるところでは、河床から放れた高い位置で見ること
ができます。
その一番の景勝地は、畳ヶ淵で大きい玄武岩の柱は、直径一五〇㎝もあり
ます（全国的には小さいものが多い）
。また、下田原から約一㎞川沿いに下
った川向こうに見える断崖は、柱状節理が河床より約四〇～五〇ｍそそり立
ち、まるで巨大な屏風岩（残念ですが竹やぶで見えなくなっている）は見事。
以前文化庁専門員も国指定にも価すると絶賛した箇所が残っています。
その昔、畳ヶ淵を中心とした名勝地を「玄武峡」と呼ばれおり、楽しむこ
とができます。

タテ、ヨコ１対１のうずは同じ大
きさの割目をつくります。

※玄武岩の名称は、兵庫県城崎温泉の近くにある玄武洞に命名したものであ
る。ちなみに玄武とは、中国神話で方位を司る神（四神）のうち北方に相当
する蛇と亀が合体した神体で、黒色の意味もある。

冷えるにつれて小さくなり引っぱ
りあって６角になります。

弥富公民館
作品展示のお願い

市役所弥富支所より、県道を三㎞
ばかり鈴野川方面に下って行くと、
右手に山口県自然百選の「畳ヶ淵」
にたどり着きます。
畳ヶ淵の河床には、六角形の亀甲
状の玄武岩が、整然とならび敷き詰
められた岩石の景観が、ここより前
後計約五㎞にわたり続きます。
畳ヶ淵の淵は深く、淵の脇には洞
穴があり、昔竜が住んでいたという
伝説があるとやら・・・。そのため
なのか、河床の脇には竜権様（りゅ
うごんさま）の社が祀られています。

大きなものは分裂し、小さいもの
は冷えて同じ大きさになります。

今年の六月二十三日から弥富公民
館ロビーに作品展示コーナーを設け
ています。
今までに展示させていただいた作
品は四十点以上。今後も、作品展示
を続けていきます。弥富地区の団体
に 所属する 方や
弥 富地区在 住の
方 であれば どな
た でも展示 する
こ とが でき ます 。
多 くの方の 作品
展 示をお待 ちし
て おります 。詳
細 について は、
弥 富公民館 （電
話八―二〇四
四）まで。

八月二十一日（金）に上映され
ました「歩いても歩いても」の映
画上映会につきましては、皆様方
のご協力、ご支援により無事終え
ることができました。ありがとう
ございました。
来場された方は百六十九人。
今回の映画は、家族一人一人の
あり方、思いについて考えさせら
れた内容でした。皆さんは、どう
感じられたでしょうか？来年も是
非、鑑賞にいらしてください。

玄武岩の節理のでき方

畳ヶ淵

私たちの「習字教室」は、
平成二十年三月から活動して
います。
本町下の岩本美子先生を講
師に、毎月第二・四金曜日の
午後一時三十分から、須佐公
民館一階の多目的室で練習し
ています。
『かな』を主とし、六月の
生涯学習発表会作品展示に出
品し、練習の成果を皆さんに
披露しています。
会員は、途中退会した方も
いましたが、最近では、会員
さんの口コミや展示作品を見
られた方の入会もあり、十二
名の会員が教室に通っていま
す。
是非、皆さんも一緒に
習字を学んでみません
か？参加お待ちしていま
す。
○お問い合せ
須佐公民館
六―二三一〇

脳のスイッチ全部はずして残暑

（横屋丁） 茂刈富江

（青葉台） 津守モト子

〈俳 句〉

秋夕焼しょって中也に会いに行く

（青葉台） 津守マキ子

（まてかた） 山崎 尚

雲海の渦巻く波に山二つ
流れ星会うは別れの始めとか

（浦 西） 林 竹子

トラクター泥落としつつ秋の暮れ （山根丁東） 仁保逸朗
世界から北京へメダル光る秋

（下三原下） 石橋東岳

（一 区） 石川崇子

焼酎をちょっといただく敬老日
立秋の紫蘇紫に影ながし

（六 区） 立野イネ子

（一 区） 石川崇子

（下三原下） 村田仁史

コスモスの咲き始めたり庭の色

〈川 柳〉
平安も今も変わらぬサロンの輪

〈短 歌〉
夏来れば逃避行あり野宿あり
思い出多し夫の遺影に

花一輪み墓に供え香を焚く
亡き妻の霊を思いししたる（青葉台） 田村雅利

耳を澄ませば野菜の訴え聞えくると
「肥料が欲しい。水が欲しい」と夫は楽しげ
（本町上） 岩本美子

３０

●須佐さつき学級「交通事故防止
講座」

須佐地域の人口（Ｈ２１．７月末現在）

○と き ９月 日（金）
午前 時～ 時
○ところ 須佐公民館 講座室
○講 師 萩警察署
交通課 柴田 様
○対 象 須佐地区 歳以上の方
ならどなたでも

※は放課後子ども教室開催日です。
（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。

子どもたちの新学期がスタートし
ました。最後まで残っていた宿題も
追い打ちをかけてラストスパート！
何とか無事、提出することができた
ようです。
さて、気になるのは新型インフル
エンザ。猛威を振るってどこまで拡
大してくるのか？みんなで手洗い、
うがいを心がけましょう！
もうひとつ気になるのは、我が家
の息子たち。長男は受験生。気持ち
の切り替えができないのに親は焦る
ばかり。受験生ファイト
編集者 Ｏ・Ｅ

※（図）
※（図）

【育英小学校】
低学年 午後３時 分頃
高学年 午後４時頃
【須佐中学校】
９月～ 月 日・・午後６時頃
月 日～ 月
・・・・・午後５時 分頃
冬季・・・・・・・午後５時頃
▼スポ少や児童クラブ、また学校の
都合によっては下校時間が変わりま
す。
～須佐地域青少年育成市民会議～

※（公）

地域内の小・中学校近辺の方で、
犬の散歩やジョギングなどをされる
方は、左記の時間を目安にまわって
いただき、子どもたちが安全に登下
校できるよう見守っていただきます
ようご協力をお願いします。
●登校時間
各学校とも 午前７時 分
～７時 分頃
●下校時間
【弥富小学校】 午後４時頃
【鈴野川小学校】 午後４時 分頃

須佐中学校文化祭
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※（公）

３０

※（図）
※（図）
幕末体験育英塾

昨年から今日までに須佐公民館
須佐文化センター、また屋外競技
等を利用される方の「忘れ物」が
増えています。
品物は、帽子、グローブ、めが
ね、ハンカチ、時計などです。
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体育の日
弥富子ども相撲大会
色えんぴつ画教室
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萩往還ワンデーウォーク
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習字教室
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施設ご利用時のお帰りの際には
もう一度よく手荷物を確認して帰
るようにしましょう。
なお、忘れ物に心当たりのある
方は、須佐公民館までご連絡をお
願いします。

弥富そばの花まつり
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★広報紙問い合わせ先
○須佐公民館 ６―２３１０
○弥富公民館 ８―２０４４
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世帯数
人口
前月比
１，１９１戸 ２，６０９人 （－２人）
３０８戸
６９２人 （±０人）
１，４９９戸 ３，３０１人 （－２人）
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