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※題字は昭和４８年発刊第１号時のもの

六月二十日（土）から六月二十二
日（月）の三日間、須佐公民館及び
須佐文化センターで毎年恒例の須佐
地域生涯学習発表会が開催されまし
た。
二十一日の発表会では、生涯学習
発表会実行委員会品川和久委員長が
挨拶をしたあと、来賓の瀧口治昭副
市長が祝辞を述べ、各団体の発表が
盛大に行われました。
大勢の観客を目の前に少し緊張し
た様子も見られましたが、それでも、
日頃の練習の成果を発揮する場とあ
って各団体の皆さん張り切っていま
した。
また、午後の講演会では、テレビ
アニメ「サザエさん」のマスオ役の
声優、増岡弘さんが『マスオの家庭
教育考 サザエさん一家は幸福みつ
けの達人ぞろい』という演題でお話
をしていただきました。
三日間にわたる作品発表では、公
民館で活動している生涯学習団体や、
趣味や生きがいとして自宅で製作し
ている作品が、須佐公民館の一階多
目的室や二階講座室・団体室に並べ
られ、大勢の来場者の目を楽しませ
ていました。
高齢化、少子化といわれる中でも
地域の伝統文化や生涯学習に対する
住民の意欲は年々高まり、公民館の
一大イベントであるこの生涯学習発
表会への熱意が感じられました。
関係者の皆さん、大変お疲れさま
でした。
（次ページに詳細を掲載）

～発表の部～

ちびっ子よさこい
登場に、思わず拍手
と大歓声が飛び交
いました。

リメイクフラワーにうっとり

六月二十日（土）から
二十二日（月）の三日間開
催された作品発表では、絵
手紙や写真、絵画、書、陶
器など、各生涯学習団体、
公民館で行っているお も
しろ教室、趣味や特技を生
かした個人の作品など 二
百六十七点が須佐公民 館
の一階多目的室と二階 講
座室、団体室に並びました。
毎年、工夫を凝らした
作品が展示され、来場者の中には「や
ってみたい」という声もありました。

人物画 よく描けてます

迫力ありますね

粘土細工 よくできてます

六月二十一日（日）の文
化発表では、大勢の観客が
見守る中、須佐文化センタ
ーの舞台でフォークダンス
や大正琴、詩吟、コーラス、
舞踊、よさこいなど十三団
体が練習の成果を披露しま
した。

門下生一同による大正琴の演奏

うたごえ６・３会による合唱

詩吟の歌声心地よいです

～作品の部～

お弁当はすぐに
売り切れ。饅頭や
パンもよく売れま
した。
中には、手作り
お弁当を持参して
食べている来場者
もいました。

六月二十一日（日）の午前の舞台
発表に引き続き、午後からは、声優・
増岡弘（ますおか・ひろし）さんに
よる特別講演会が須佐文化センター
で開催されました。
演題は「マスオの家庭教育考～サ
ザエさん一家は幸福みつけの達人ぞ
ろい～」
。
増岡さんは、長年続いているアニ
メ「サザエさん」のマスオさん役の
声優として有名。サザエさんのオー
プニングテーマ曲とともにステージ
に登場し、テレビで聞き
覚えのある声を聞くと、
会場内は歓声と拍手の渦
に包まれました。
増岡さんの、気取らず
温かみのある独特なしゃ
べり方に、来場者は、ど
んどん引き込まれていま
した。

時折「マスオさん」の声で話をする増岡さん

～販売・休憩

～特別講演会～

「サザエさん」が国民的人気アニ
メとして長い間続いているのはなぜ
か？それは、一昔前の古きよき日本
の家庭像を描いていることや、家族
一緒に安心して見られるほのぼのと
した雰囲気が皆さんの心を和ませる
からというお話に始まり、理想的な
家庭についてお話しされました。そ
して、
「一緒にお風呂に入って家族の
背中を流すことが家族愛、夫婦愛を
保つ秘訣ですよ」と増岡さん。
柔らかい口調の中にユーモアを織
り交ぜた話に、会場は終始笑いと感
動にあふれた講演会となりました。

増岡さんの楽しい話に、来場者は大爆笑！

第十九回須佐地域生涯学習発表
会の開催期間中、地域の皆様をは
じめとする多数のご参加と関係各
位のご協力をいただき、厚くお礼
申し上げます。
また、この場をお借りしまして、
生涯学習発表会にご協賛をいただ
きました皆様に重ねてお礼申し上
げます。
おかげをもちまして、本発表会
を盛大に開催することができ、初
期の目的を達成することができた
ものと思っております。
今後とも、地域の生涯学習活動
の推進に格別のご理解とご支援を
賜りますようお願い申し上げ、誠
に失礼ではございますが、本紙面を
もってお礼のご挨拶にかえさせて
いただきます。

生涯学習発表会実行委員会
委員長 品川和久

六月十四日（日）
、健康増進、相互
の親睦を深めることを目的に、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が開催
されました。
毎年恒例のこの大会は、ソフトバ
レーボールとグラウンドゴルフに分
かれて地区対抗で競います。ソフト
バレーボールは八地区、グラウンド
ゴルフは十二地区の参加があり、応
援も含めると約二百二十人と多くの
方に参加していただき、大いに盛り
上がりを見せました。
参加者の皆さん、大会役員の皆さ
ん大変お疲れさまでした。

必至のブロック！ボールの行方は…

【ソフトバレーボール】
弥富体育館、弥富小学校体育館を
会場に、予選ブロックから白熱した
試合が展開されました。Ａブロック
では三区チームと十一区チームが、
Ｂブロックでは四区チームと十区チ
ームが勝ち上がり、決勝トーナメン
トに駒を進めました。決勝戦は、昨
年度と同カードの四区チーム対十区
チームとなりました。レベルの高い
試合が展開され、フルセットの末、
四区チームが見事に勝利を収め、昨
年度の雪辱を果たしました。
〈結 果〉
優 勝 四 区チーム
準優勝 十 区チーム
三 位 三 区チーム
三，位 十一区チーム

【グラウンドゴルフ】
弥富グラウンドを会場に、八コース
を二回ずつまわる２ゲームでスコア
を競いました。朝から日差しが強く、
プレー前から汗ばむくらいの暑さで
したが、参加者の皆さんは、終始な
ごやかにプレーを楽しんでいました。
ホールインワンも六人出るなど大い
に盛り上がりました。

〈結 果〉
優 勝 二 区チーム
準優勝 十二区チーム
三 位 十三区チーム

ホールインワン賞
坂本和見（二区）
、広兼義烈（二
区）
、松岡範子（三区）
、河村重夫（九
区）、田島孝男（十一区）、豊田博貴
（十三区）

ホールインまでもうひといき。最後まで慎重に…

六月十七日（水）
、弥富公民館で今
年度最初のさつき学級が開催されま
した。
第一回目は、萩市消費生活支援セ
ンターの角屋祐一朗さん。
「かしこい
消費者になるために」を演題に悪質
商法について話がありました。平成
二十年度の相談件数は四六一件。そ
のうち契約当時者全体で六十才以上
が占める割合は三六％（百七十件）
だそうです。話の最後に、
う＝うのみにしない
そ＝相談する
こ＝ことわる
け＝契約しない
これを頭におき、困ったら萩市消費
生活センター（ 08387-25-0999
）へ気
軽に連絡してくださいと締めくくり
ました。

資料を手に悪質商法を学ぶ学級生

毎年恒例の「ミニミニ運動会」が、
七月四日（土）
、須佐保健センターで
行われました。今年は例年より早い
開催。乳幼児の子どもたちとその保
護者が対象です。
「箱入り娘・息子」の競技では、
スピード感が気持ちいいのか、子ど
もたちは何回も乗りたがります。引
っ張る親は「また～」という表情。
それでも喜ぶ子どもたちにはかない
ません。一生懸命ひもを引っ張って
走っていました。
その他、玉入れや魚釣り、パン食
い競争など、どれも親子一緒に楽し
んでいる姿が微笑ましい運動会でし
た。

エコキャップ運動とは、ペットボト
ルのキャップを分別、回収すること
で、限りある資源を大切にするとと
もにキャップの売却益で世界（発展
途上国）の子どもたちにワクチンを
届ける取り組みです。
具体的には、
①家庭で集めたペットボトルのキャ
ップを、
②リサイクル業者へ売却します。
③その売却益を「世界の子どもにワ
クチンを日本委員会」に寄付します。
ペットボトルのキャップ八百個で
ポリオワクチン（小児マヒ）一人分
（二十円）になります。
捨てればプラスチックゴミです。
でも、分別すればリサイクルできま
す。
母親クラブとして、子どもの命を
救う活動をすることになりました。
この運動に興味がある方、また、
キャップを下さる方、是非ご連絡く
ださい。なお、回収ボックスを育英
小学校の給食センター横に設置して
います。

給食センター
駐車場

通
路

古紙コンテナ

農具倉庫

体育倉庫

育英小学校
（ふれあいルーム）

うさぎ
小屋

その他、七月に親子エコ教室で
ＥＭ石けんづくり、新聞紙でエコ
バックづくりなどをします。
それから、三世代交流を目的と
して来年一月に、どんど焼きを計
画しています。
おわりに、育英母親クラブは、
『育英小学校の子どもたちが未来
に向かって健やかに育っていく
こと！』そして、
『私たち母親が、
ゆとりをもって喜びを感じながら
子育てできること！』を目標にこ
れからも活動します。
私自身四人の子どもの子育てを
楽しみながら、そして少しでも地
域のためになるように育英母親ク
ラブの活動をしていこうと思って
います。

エコキャップ回収ボックス

育英母親クラブ
代表 久 原 博 子
みなさんこんにちは。
育英母親クラブを紹介します。
「まちの子はみんなわが子」を合言
葉に子ども達の健全育成を願って活
動する組織です。
このクラブは、育英小学校の児童
を持つ保護者が会員です。
会員お互いの親睦をはかりながら、
子育てや家庭・地域での生活につい
て学び、交流会や文化活動、遊び場
の遊具点検や交通安全活動などをし
ています。
また、研修会や講演会への参加、
子育て支援や地域イベントなどのボ
ランティア活動も自主的に行ってい
ます。
さて、今年度の活動テーマは環境
にやさしい「エコ」を取り入れてい
ます。
すでに、育英小学校では、空き缶
や古紙などのリサイクル運動に取り
組んでいることや、四月からマイバ
ック運動などエコ活動は、地域でも
おこなわれています。
そこで、育英母親クラブではエコ
キャップ運動に取り組みます。

須佐共同調理場（給食センター）

箱入り娘…お母さんがんばって！

１、趣
旨
人権に対する正しい理解と関心を深めるため、啓発作品を募集し、
その優秀作品を地域内に紹介する。
２、応募資格
地域内に在住あるいは、勤務・通学している者
３、応募作品の種類
ポスター・作文・詩・標語・短歌・習字
４、締め切り日
平成２１年９月１８日（金）
５、提出先
萩市須佐総合事務所健康福祉課
６、表
彰
各種類ごとに優秀賞を選定し、記念品を贈呈する。

お問い合せは・・・萩市須佐総合事務所
健康福祉課 ６―２０１７ まで

萩市・須佐地域人権教育推進委員会

皆さんは、
「カルデラ」という言
葉を聞いたことがありますか。
「カ
ルデラ」は、
「大鍋」を意味するポ
ルトガル語です。カルデラは、火
山活動で大量のマグマを噴出して
できた、地中のマグマ溜まりの空
洞が崩れて、地表に大きな凹みが
出来たことを言います。カルデラ
の代表的なものには、阿蘇山や箱
根などがあります。そして、私達
の身近では弥富盆地も、カルデラ
の一つです。弥富盆地一帯のカル
デラは、
「田万川カルデラ」と呼ば
れ、弥富を中心に北東～南西に伸
びた楕円型で、長径 ㎞、短径８
㎞弥富、小川、益田市二条にまた
がっています。
このカルデラは、今から約三千
万 年 前（ ※地 球暦 十
: 二月 二 十九
日）にできたものと言われていま
す。カルデラの出来方は、地中の
マグマが火山活動により地上に噴
火するなどにより、地中のマグマ
溜まりに空洞が出来、地表の天井
部分が大きく陥没、そして地下か
ら陥没の壁面にマグマが上昇し、
１６

比較的浅いところに非常に硬い
深成岩を形成しています。
そして、長年の侵食が繰り返さ
れる中で、今の弥富盆地が形成さ
れたと思われています。そして、
ごく最近と言っても三十四万年前
のことですが、伊良尾山の噴火に
よる溶岩の流出により、畳ヶ淵の
玄武岩層形成がされるに至ります。
カルデラの証となる地層や形状
が今も城ヶ谷や唐音などで確認す
ることができます。

※地球暦は、地球の誕生を１月元旦に、現在を
大晦日に、１日／１２６０万年、１時間／５２.
５万年に置き換えたものです。

皆さん、私たちは絵画クラ
ブ「彩（いろどり）の会」で
す。メンバーはただいま四人
ですが九月から一人増えて五
人となります。
練習は、毎月第一金曜日の
午後一時半から四時半まで、
須佐公民館で行っています。
六月と八月、十二月はお休み
です。
講師は、日高光昭先生。
作品の発表は、先月行われ
た生涯学習発表会と、秋の須
佐美術展の二回です。自宅か
ら花を持参したり、果物を描
いたり、お魚や野菜などを持
ちよってデッサンをしたり彩
色したりしています。
時には、モデルさんを
お願いしています。どな
たでもかまいません。是
非一度、覗いてみてくだ
さい。
○連絡先
村岡万子（上三原）
６―２６５７

〈俳 句〉

（下三原下） 石橋東岳

（浦 西） 林 竹子

紫陽花が梅雨の声聞き花開く

ハンカチの役に立つ日の薄暑かな

（青葉台） 津守モト子

せみ

初蝉かいや耳鳴りか雨上がる

（青葉台） 津守マキ子

（まてかた） 山崎 尚

打ち身して短夜さらに短くす

蟻地獄生きる為なら目をつぶる

ガガンボやなにげない日々それでいい（横屋丁） 茂刈富江

（一 区） 石川崇子

脚だけを託しががんぼ飛び去りぬ （山根丁東） 仁保逸朗

介護とはひねもす忙し燕の子

好きなだけ気ままに生きてデーサービス（六区） 立野イネ子

〈川 柳〉

（一 区） 石川崇子

字の下手を悔やんで家で書に励む （下三原下） 村田仁史

〈短 歌〉

人生の曲がり目夛き枝に来て
ふとふり仰ぐ空に満月
ほととぎす

とどろ

時 鳥 我楽しきとさえずりて

初夏の青空 轟 きわたり （青葉台） 田村雅利

体感クルージング

※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。

須佐地域の人口（Ｈ２１．５月末現在）

●弥富子ども大会

おもしろ雑学セミナー（須
のびのび教室「ハイキング」（弥富）

●須佐さつき学級・あおば勉強室
「ゴミの分別とリサイクル」

※（図）

子どもたちの楽しみにしている
『夏休み』が始まります。
楽しいこともいっぱいあるけど、
そのとなりには危険もいっぱい。海
や山、旅行に行ったり、各地区の子
ども会行事などに参加するときはル
ールを守って楽しい思い出となるよ
う親子で心がけてほしいと思いま
す。
また、地域の皆さんも、子どもた
ちが安全、安心して過ごすために、
影ながら見守っていただけたらと思
います。いい夏休みに…。
編集者 Ｏ・Ｅ

※（図）

「なっ（七）とう（十）の語呂合わ
せから。
一九八一年に関西納豆工業協同組
合が、関西地域限定の記念日として
制定。そして、全国納豆協同組合連
合会が一九九二年に改めて全国の記
念日として制定した。

映画上映会（須佐文化センター）

○と き ７月 日（金）
午後３時～９時
○ところ 弥富交流促進センター
○内 容 カレーづくり・映画鑑
賞・花火会など
○申込み ７月 日（金）までに
弥富公民館へ
※詳細については案内チラシを確
認してください。

須佐あおば勉強室「健康教室」（須公）
放課後子ども教室「電気教室」（須公）

★須佐放課後子ども教室は、夏休み
も開催します。詳しい日程などは、
学校から配布の案内チラシで確認し
てください。

弥富地区対抗ソフトボール大会
弥富盆踊り（予定）
須佐地区対抗軟式野球大会
須佐盆踊り（予定）

○と き ７月 日（金）
午前 時～ 時 分
○ところ 須佐公民館 講座室
○講 師 須佐総合事務所
市民生活課 職員
○対 象 須佐地区の一般成人

あぶさん遊友交流会（エコキャン）

●夏休みのびのび教室
「そーめん流し」

※（図）

３１

２４

のびのび教室「そーめん流し」

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

※（図）

３０

１０

容

１１

○と き ８月４日（火）
午前 時～
午後１時 分
○ところ 久原園地（現地集合）
○対 象 須佐地区の小学生とそ
の保護者
○参加費 一人５００円
○その他 送迎が必要な方は、申
込み時に連絡してください。

世帯数
人口
前月比
１，１９０戸 ２，６１０人 （－１人）
３０７戸
６９３人 （－１人）
１，４９７戸 ３，３０３人 （－２人）

須佐
弥富
合計

「弥富ハイキング」

２１

内
事
行

曜
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月

日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

３０

１０ ２４

２６

１０

○と き ８月 日（水）午前９
時 分須佐公民館発
○対 象 須佐地域の小学生とそ
の家族
○持参物 弁当、水筒、タオル、
帽子、レジャーシートその他必要
と思われるもの
○申込み ８月 日（金）までに
各公民館へ
○その他 弥富地区の方は、 時
までに弥富公民館へ集合
３０

