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さあ、子どもたちの待ちに待った
夏休みがやって来ました！宿題もい
っぱいだけど、お楽しみもいっぱい
あります。
須佐公民館では、夏休みを利用し
て、子どもたちにいろんなことを体
験させる「のびのび教室」を開催し
ました。
もう
くたくた
ぼくの服にい～っぱい！
凄いでしょ。

夏休み始まってすぐの七月二十二
日（水）
、むつみの昆虫王国へ十二人
が行きました。
ドームの中には、カブトムシがい
っぱい！自分の服に付けたり、木の
棒に並べたりして遊びました。

見て見て！

八月四日（火）
、子どもたちが毎年
楽しみにしている久原園地での「そ
うめん流し」が、悪天候のため、須
佐文化センターで開催されました。
参加者は、三十三人。コミュニテ
ィ須佐に協力をお願いし、竹のおわ
んと箸をつくりました。

友だち、親子で協力
し て つ く って い ま
す。

子どもたちは、なれない手つきで
ノコギリやナイフを使い、竹を切っ
たり削ったりして竹の工作を楽しん
でいました。
残念ながら、お楽しみのそうめん
流しはできませんでしたが、自分で
つくった箸とおわんで食べるそうめ
んの味はとてもおいしかったようで、
十杯以上食べた男の子もいました。

弥富子ども会夏休み会が、七月三
十一日（金）に弥富公民館で開催さ
れました。弥富地区内の小中学生と
保育園児合わせて二十四人の子ども
たちが参加し、カレーづくり、映画
鑑賞会や花火をおこない楽しい一日
を過ごしました。
カレーづくりでは、四班に分かれ
て調理をおこないました。

カレーライスづくり

最後はみんなで「ハイ、ポーズ！」

妻夫木聡主演の「ブタがいた教室」
をみんなで鑑賞しました。新任教師
と二十六人の子どもたちが「食べる
ため」に飼ったブタへの愛情に戸惑
いながら「いのち」や「食」と向き
合い考えます。
「食育」や「いのちの
授業」が叫ばれる中の話題作で、映
画をみた子ども達にも考えるところ
があったのではないでしょうか？
最後に、みんなで花火をおこない、
楽しい夏の夜を過ごすことができま
した。子どもたちに指導してくださ
いました保護者の皆様、ありがとう
ございました。

山口福祉文化大学公開講座が、七月
十一日（土）に弥富公民館で行われ
ました。
この公開講座は、隔年で行われる
もので、今回は、平田勉准教授によ
る「甦る古代琴の音色」という演題
で講演されました。新聞で話題にな
っていたこともあり、参加者が四十
人と、多くの方が来場されました。
琴の歴史や古代琴の復元など、大
変興味のそそる講演で、参加者の評
判も上々でした。
会場には、復元された古代琴や現
代の新福山箏を実際に手で触れてみ
る機会も設けられました。

復元された琴を触れてみる参加者

まったく同じ材料なのに、班に
よって、味や見た目に微妙な違い
があり、それぞれの個性が出てい
ました。自分たちで作ったカレー
の味は格別のようで、おかわりを
する子も多数、見受けられました。
食事が終わったあとは、映画鑑
賞会です。
夏と言えば…やっぱり花火！
「きれい…」

七月五日（日）
、須佐中学校体育館
で須佐地区対抗バレーボール大会が
開催されました。
この大会は、健康管理と体力向上、
また、地区の親睦を図り住みよい地
域づくりを推進するために毎年行わ
れています。
この日は、六チームの参加があり、
ＡとＢの二ブロックに分かれて予選
リーグを行い、白熱した試合の中、
Ａ松原チーム、Ｂ本町・河原丁チー
ムが決勝トーナメントへ進みました。
優勝旗を手にする松原チーム

決勝戦では、両チームとも優勝を
目指し、熱戦が繰り広げられました。
今回は、ブロックの強化が目立ち、
中には三人がかりでボールを止めよ
うとするチームもいました。
なお、大会結果は次のとおりです。
優 勝 松原チーム
準優勝 本町・河原丁チーム
皆さん、お疲れさまでした。

七月二十四日（金）
、須佐公民館二
階講座室で、
『ゴミの分別とリサイク
ル』について、須佐のあおば勉強室
とさつき学級が合同教室を開催しま
した。
講師は、須佐総合事務所市民生活
課の秋月さん。
毎日出るゴミの分別について、十
分に分かっていない住民も多く、分
別の仕方の再確認について参加者に
周知していただきました。

下：参加者が実際にゴミの分別をしました。

上：説明している様子。

とるぞー！

まずは、いろんなゴミを参加者に
仕分けしてもらいました。
「これはど
うなんだろう？」と特に悩んだのは、
ビンとプラスチックゴミでした。

ビンは、上の部分が透明か、色が
全体についているかで分別。また、
プラスチックでできていても、製品
化したものについては燃やせないゴ
ミとして分別するそうです。
ゴミの分別については、各家庭に
配られている分別表をもう一度よく
確認し、正しく分別して決められた
日にゴミを出すようにしましょう。

弥富小学校児童五人（久村朱音、
谷岡オリザ、玉置優海、小松真由美、
安岡和音）が、七月四日（土）に開
催された交通安全子供自転車山口県
大会に出場しました。
団体の結果は二十六チーム中、十
八位でした。放課後子ども教室で練
習した成果を発揮できた子、緊張し
てしまった子などさまざまですが、
みんな一生懸命頑張りました。
記念写真「ポーズ！」

審査に挑む弥富小学校の児童

萩市立鈴野川小学校
教諭 岩 本 幸 徳

鈴野川小学校は、今年全校児童二
中での生活はさみしくないのであろ
人だけの極めて県内でも珍しい少人
うかと感じるが、二人にとってはそ
数学校になっている。しかもその二
れが当たり前のことであり、それが
人は兄弟であり、いわば学校が家庭
二人の普通の生活なのである。
の延長になっているわけである。教
そのような気持ちになれるのは、
職員も校長先生、事務補助員の先生
学校だけの関係だけでなく、子ども
と私の三名である。
たちを温かく見守ってくださってい
そんな二人だけの学校ではあるが、 る地域の方々の協力があるからであ
子どもたちは、いたって元気にしか
ろう。学校の年間行事を見ても、そ
も楽しく学校生活を送っている。大
の関係が大変深いことが分かる。田
人から見れば、限られた人間関係の
植えに始まり、ほたる祭り、サマー
キャンプ、運動会、稲刈り、学習発
表会、しめ縄飾りづくり、三世代交
流参観日、親子夕食会、卒業を祝う
会等々。学校奉仕作業などは年に数
回あるが、多数の方々が参加してく
ださる。
また、珍しい生き物が見つかると、
普通の日でも学校に持ってきてくだ
さる。今年に入ってからも、メダカ、
モリアオガエル、ドジョウ、きじの
卵、ヘビトンボの幼虫など様々であ
る。その他美しい地域の写真、地域
ならでは楽器などたくさんの物が学
校にやってくる。だから子どもたち
地域の方と一緒に田植え

は新しい刺激を受け、新鮮な感情
を持つことができるのである。
毎週水曜日に放課後子ども教室
があるのだか、ついこの間は、地
域のお年寄りと一緒にペタンク、
グラウンドゴルフなども楽しん
だ。子どもたちとお年寄りがスポ
ーツを通して、自然に会話をして
いる。一投一打に歓声が上がり、
小さな学校が大変にぎやかな場に
なった。私も一緒に入らせてもら
ったのだが、大変楽しいひととき
を過ごした。そのつながりが、ま
た学校に足を向けてくださる要因
にもなっている。大変ありがたい
ことである。
これだけ地域との関係が深い学
校は、極めて珍しいし、大変貴重
でもある。二人は、とても優しく、
純粋である。それは、この地域の
温かさが育てたと言っても言い過
ぎではないであろう。彼らと一緒
の学校生活は、私にとっても非常
に楽しいものになっており、大き
な学校で感じるストレスとは無縁
である。
そんな二人に自信をもってほし
いと思い、今年様々なことを始め
ている。今は、
「萩ものしり博士」
という萩の自然、地域などがクイ
ズ形式になっている問題集に取り
組んでいる。十一月には検定試験
があるのだが「小学生博士」の称
号がもらえるようにがんばってい
る。

開館以来、益田家コーナーで益田
家所蔵資料を展示しています。
このたび、益田家のご協力により
資料の一部展示替えを行い、新たに
火炎龍頭星兜や蒔絵盃など五点を展
示し、益田家コーナーのさらなる充
実を図りました。
今回展示した資料は初お目見えの
逸品ばかりです。
この機会に是非ご観覧ください。

須佐の代名詞とも言える「須佐ホ
ルンフェルス」は、その壮大な姿が
全国的に有名で、たびたび雑誌やテ
レビに登場するようになりました。
しかし、いざホルンフェルスの説

明をと言われると、地元の人でも難
しいものがあります。今回は、須佐
の誇りとしての名勝を誰でも簡単に
説明できるようにポイントを説明し
たいと思います。
まず、最初に須佐ホルンフェルス
は、いつ頃出来たのでしょうか。地
球誕生から四十六億年の歴史の中で
いえば、ホルンフェルスの誕生は、
つい最近の話で今から約一、四〇〇
万年前（地旧暦 地:球誕生した日を元
旦としたら、十二月三
十日昼過ぎ）の話です。
次にどのようにして
出来たのでしょうか。
今から約二、三〇〇万
年前、須佐周辺の山や
陸地から流された砂や
泥が海中に堆積。堆積
した一つの層をなしま
す。これを須佐層群（前
地・高山・北谷・野頭
地域）といいます。
そして、約一、四〇
〇万年前、その層を下
から突き破る高温の火
成岩体（マグマ）が隆
起し、高山が形成され
ました（噴火していな
い）。

隆起と同時に、周辺の地層（須
佐層群）も盛り上がり、その時の
すごい力と熱のために周辺の岩の
性質が変わり、この熱変成作用を
受けた部分が、まったく新しい岩
石に変化、これを「ホルンフェル
ス」といいます。
もともと高山の中心部に近い付
近でおきたことですが、風化や浸
食により現在の姿をみることがで
きます。新たな岩石（ホルンフェ
ルス）となった、断層の白い部分
は元は砂岩、黒い部分は頁岩であ
ったものです。
ホルンフェルスの語源は、ドイ
ツ語 Hornhels
に由来するもので、
岩石を割ると角ばって割れること
から、 Horn
（角）
、 Fels
（岩石）
、
角石（つのいし）の意味で名づけ
られています。
なお、須佐ホルンフェルスは、
変成作用（ホルンフェルス化／結
晶化）が最も強く行なわれている
箇所は、北東（山島方向）に行く
ほど強く、南西方向に行くほど弱
いため、「全体的にホルンフェル
スと呼べる、呼べない」で、議論
されることがよくありますが、す
でに、「広義の意味でホルンフェ
ルス」と言ってもよいことのお墨
付きを国から頂いていますので、
堂々と「須佐ホルンフェルス」を
地域の誇りとして、ＰＲしてほし
いと思います。
（二〇〇七年、日本の地質百選に
選定された）

琴弥会（ことみかい）は、
毎月第一・三月曜日の午後一
時 三 十 分か ら 三 時三 十分 ま
で、会員五人で練習していま
すが、私ども後期高齢者（幸
喜好令）といわれる年となり
ました。
水谷泰士先生のご指導のも
と、よく忘れるという老人力
を発揮して、前進できずニコ
ニコ足踏みをしています。で
も、琴弥会は、すごく和やか
に笑顔とふれあいを大切にし
ています。童謡で遠い昔を思
い出し、話に花を咲かせたり、
新しい唄を覚えたりと時間の
過 ぎ る のも 忘 れ るく らい で
す。

〈俳 句〉

夏の朝草が風向き右側に

篤姫の情熱がほしい髪洗う

（青葉台） 津守モト子

（浦 西） 林 竹子

（横屋丁） 茂刈富江

昔なつかし夕焼を歌って帰路につく（下三原下） 石橋東岳

梅干して星の瞬きはじまりぬ

（まてかた） 山崎 尚

（青葉台） 津守マキ子

甲虫戦国武将の面構え

（山根丁東） 仁保逸朗

忙しげにてんとう虫の手より翔つ

皆様、いかがでしょ
う？一緒に大正琴を楽し
みませんか？大歓迎でお
待ちしています。

旧道を狭め雑草草いきれ

（本町上） 岩本美子

（一 区） 石川崇子

しとどふる雨にツバメはなんと鳴く （六 区） 立野イネ子

あめつち

○連絡先
芳川 ヤスヱ
電話 ８―２２８７

じんらい

迅雷の切り裂いて行く天地を

〈短 歌〉

花びらを頭に乗せて茗荷の子
土の底より顔を覗かす

（一 区） 石川崇子

夏の夜の窓の風鈴風に揺れ
鳴る音涼しチリリンリンと （青葉台） 田村雅利

阿北苑先ずは廊下の七福神
心なごます笑顔に合掌

気持ちとは逆に行きけど腐らずに
常に前向き生き抜くために（下三原下） 村田仁史

須佐公民館からも見えました！

※（公）

※（図）
※（図）
須佐地区対抗ソフトボール大会

色えんぴつ画教室

編集者 Ｏ・Ｅ

雨続きの夏休みとなってしまいま
した。県内の各地域で、例年にない
大雨の被害をもたらしました。災害
のあった地域に対しまして、心から
お見舞申し上げます。
さて、八月に入ってようやく「梅
雨明け」が発表されました。海水浴
を楽しみにしている子どもたちの喜
びもひとしおではないでしょうか。
なお、毎年、水害事故も多く発生
しているので、夏休みの楽しい思い
出となるよう、十分気をつけて泳い
でくださいね。

※（公）

●須佐地区対抗ソフトボール大会

八月六日（木）・七日（金）、須佐
エコロジーキャンプ場に、萩市内の
子どもたちが集まり、一泊二日で『あ
ぶさん遊友会』が開催されました。
今年は、須佐が引き受け。竹細工
をしてそうめん流しをしたり、子ど
もたちだけでバーベキュウをしたり
…。途中、激しい雨が降る惨事にあ
いましたが、夏休みの思い出の一つ
となる楽しいキャンプとなりました。
この宿泊キャンプで、他地域の友
だちの輪も広がり、子どもたちは元
気いっぱい、雄大な自然の中で、笑
顔で飛びまわっていました。

※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。

○と き ９月６日（日）
午前８時 分開会式
○ところ 須佐グラウンド
○対 象 須佐地区に居住する中
学生以上

回山口県美術展覧会

須佐保育園・弥富保育園運動会

●第５回萩市美術展
○と き
月 日（土）
～ 日（日）
○ところ 萩市民館
○部 門 平面・立体・書・写真
○申込み ９月 日（月）までに
文化・生涯学習課（ 0838-25-3590
）
、
または各公民館へ
○出品料 無料

●第

世帯数
人口
前月比
１，１９２戸 ２，６１１人 （＋１人）
３０６戸
６９２人 （－１人）
１，４９８戸 ３，３０３人 （±０人）

須佐
弥富
合計

○と き
月８日（木）
～ 日（日）
○ところ 山口県立美術館
○出品料 １点 ３千円

※（公）

１０

１４

※各美術展の作品搬入期間など詳細
については、各公民館設置の要項
をご覧下さい。

須佐地域の人口（Ｈ２１．６月末現在）

※（図）
※（図）

習字教室

※（図）
※（図）
育英小学校運動会
弥富小学校・鈴野川小学校運動会
敬老の日
国民の休日
秋分の日

※（図）
※（図）
習字教室
須佐地区・弥富地区敬老会
須佐中学校体育祭

３０

１８

２５

容
内
事
行

１０

１０

★広報紙問い合わせ先
○須佐公民館 ６―２３１０
○弥富公民館 ８―２０４４

地域内小・中学校始業式

※（公）

７月２２日（水）午前１０時すぎ撮影
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