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優 勝 入江・水海 Ａチーム
準優勝 入江・水海 Ｃチーム
三 位 山根丁チーム

決勝戦では入江・水海Ａ・Ｃが三
セットまでもつれこむ熱戦が繰り広
げられました。
この白熱した試合の結果は次のと
おりです。

賞状を受け取る入江・水海Ａチーム

なお、優勝されたチームは次回の
連覇を。また惜しくも優勝を逃した
チームは次回優勝を目指して今後も
たくさんのチームが参加し、スポー
ツを楽しんでほしいと思います。
選手、応援の皆さん、またスタッ
フのみなさん、大変お疲れ様でした。

皆さんが処方してもらっている薬。
どんなことに気をつけて飲んでいま
すか？
高齢になると薬を飲むことが多く
なります。薬についての正しい知識
を知ってもらうため、五月十九日
（火）
、須佐公民館で平成二十一年度
最初の須佐さつき学級を開催し、薬
について学びました。
講師は、地元のエサキヤ薬局薬剤
師、大谷信弘さん。
「薬との上手なつ
きあい方～高齢者と薬～」という演
題でお話していただきました。

薬について指導するエサキヤ薬局の大谷さん

五月十七日（日）
、須佐中学校体育
館を会場に、須佐地区対抗エンジョ
イスポーツ大会が行われました。
当日は朝から雨。須佐中学校グラ
ウンドで予定されていたグラウンド
ゴルフは中止となり、ソフトバレー
の部だけの競技となりました。
参加したのは九チーム。はじめに
ＡとＢ二つのブロックで予選を行い、
各ブロックの上位二チーム（Ａ＝山
根丁、本町・河原丁 Ｂ＝入江・水
海Ａ、Ｃ）計四チームが決勝トーナ
メントに進み優勝を競いました。

フェイント？ブロックのはずが頭上を越えて…

薬の効くしくみについて最初に説明
があり、そのあと飲み方、副作用な
ど具体的な話がありました。
中でも、
『薬の飲み忘れ』は、皆さ
んにも経験があるのではないでしょ
うか。
飲み忘れたときの対処法を左記に
まとめてみましたので、参考にして
ください。

★食後・食前に服用する薬の場合
・次の服用時間までに時間の間隔
がある場合は、すぐに飲む。間
隔が短い場合は一回分飲むのを
やめる。
（二回分をまとめて飲ま
ない。
）
・
「食後服用」の薬は、食事をとら
ない場合でも服用時間がきたら
きちんと飲む。
（ただし、薬の種
類によっては、食事をとらない
場合には服用しない薬もある。
）

★「○時間おき」に服用する場合
・服用時間が定められているもの
は、飲み忘れ分を飲んだあと、
次の服用時間を遅らせる。

―薬との上手なつきあい方― より

あくまでも一般的な目安です。自
分で判断せず医師や薬剤師に相談し
ましょう。

平成二十一年度最初の弥富やよい
学級が、五月二十七日（水）に弥富
公民館で行われました。
開講式のあと、萩市の水津武さん
を講師に「園芸教室」が開催されま
した。学級の中でも人気のある教室
がこの園芸。参加者は四十六名と、
今までにない多くの方が参加しまし
た。
今回は、春から夏にかけての草花
の管理について、水やり（かんすい）
や挿し木などを学びました。

挿し木については質問も多く、つ
ばきやバラなど自宅に植えている花
について熱心に聞いていました。
また、恒例の花の鉢植え（材料費
自己負担）では、各自持って帰って
育てることができるので大評判。
「花を育てる人に悪人なし」と講師
の水津さん。その言葉どおり、花は
人の心を癒してくれる効果もあると
聞きます。きれいな花がたくさん咲
けばいいですね。

花の鉢植え作業、さすが手慣れてます

参加者の熱心な質問に答える水津さん

六月二十三日（火）から弥富公民館
ロビーに作品展示場を設けます。
生涯学習などでつくった作品を弥富
公民館に展示してみませんか？
多くの皆さんの作品展示をお待ちし
ております。

一、対象作品
絵画、書、写真、文芸、手芸、工芸
華道ほか
二、申込方法
展示申込書を弥富公民館へ提出
三、展示期間
原則、申請・展示から一ヶ月間とす
る。
四、展示対象者 弥富地区の団体に所属する者および
弥富地区在住者とする。
五、そ の 他
申込者により展示・撤去していただ
きます。
作品を展示するためのホワイトボー
ド・長机は、常設してあります。

平成二十一年度「春の花いっぱい
コンクール」が開催され、須佐地域
では学校花壇の部一件、個人の部二
件、ガーデニング・プランター部門
で二件の入賞がありました。おめで
とうございます。
入賞した皆さんの声を聞いてみま
した。

【学校花壇の部】
努力賞 弥富小学校

【個人の部】
金賞 柴田静江さん（中津）

我が家では花も家族の一員？
種や苗から花が咲くまで育てるにも、強くて丈夫な
子、弱くて目が離せない子、悪い虫がつかないよう目
配りや見守り、それぞれの性格にあわせ世話は大変だ
けど、好きでやることなので苦にはなりません。数が
多いので次々咲き、いつも花ある花壇にと思っていま
す。

花がきれいに咲いたときには、周り
がパッと華やかになり、沈んだ気持ち
も癒してくれます。花は心を豊かにし
てくれるので、今は花なしの生活は考
えられません。お金はなくてもリッチ
な気分にもなれますね。
花を育てるコツは、花の状態をずっ
と見てこまめに手入れすること。子育
てと一緒でよく観察することです。

「花のお世話を通して、美しいものに感動
し、土づくり、水やり、草とり等の活動をしな
がら、植物の成長や変化に気づき植物をおもい
やる気持ちが動物や自然、友人関係にも広がる
ように」との願いから弥富っ子十八名は園芸活
動に力を入れています。
児童は、朝の「ボランティアタイム」や日常
の委員会活動の時間を利用し、花壇で花の世話
をしています。
それに加えて校舎裏の学級園での野菜づく
り等、全校児童十八人で仕事は大変なのです
が、みんなで協力し合ってがんばっているとこ
ろです。

【個人の部】
銀賞 原田好里さん（山根丁東）

【ガーデニング・プランター部門】
～ナイスガーデン賞～
生活支援ハウス 寿

～ホット花壇賞～
上崎タケコさん
（生活支援ハウス 寿）

「四十七才に竹内鉄工で働きはじ
め、そこで花をつくって初めて花い
っぱいコンクールで賞をいただい
たのが花づくりのきっかけです。そ
れから約四十年間、花を育てていま
す。
公民館に勤めていたときも、一生
懸命つくった花を皆さんにも見て
いただくため、生涯学習発表会に、

プランターや鉢を公民館の
階段や二階の方へおいて花
をいっぱい並べたこともあ
ります。
」
身体が少し不自由になり
今は生活支援ハウス寿で生
活していますが、大好きな
花つくりは今も健在。
「今日は、花を見ていただ
いてとてもうれしかった」
と取材に行った日、涙を流
して喜んでいました。
「花は、かわいい、かわい
いと言いながら育てると、
きれいな花が咲くんです
よ」と上崎さん。
これからも、きれいな花
をたくさん育ててください
ね。

一九二八年（昭和三年）から一九
三八年（昭和一三年）まで日本医師
会が実施していた記念日。
「む（６）し（４）
」の語呂合わせ。
～今日は何の日から～
食べたらみがくを基本に朝、昼、
晩、毎日食後の歯ブラシを習慣づけ、
虫歯にならない健康な歯を保ちまし
ょう！
また、永久歯に生え替わった歯は
一生のもの。二度と生え替わること
はありません。一本でも多く残すた
めに毎日鏡の前でチェックして、半
年に一回は歯科へ険診に行ってみて
はどうでしょうか。
ちなみに、
『６月４日～ 日は歯の
衛生週間』でした。
１０

早いもので教職に就かせていただ
いて長い年月が経ちました。おかげ
さまでたくさんの先輩方に会い、た
くさんのことを学ばせていただきま
した。その中で私がまだぴかぴかの
先生だった頃、しつけに関して次の
ような話を聞きました。
子どものしつけとは、
「躾、身を美
しくすると書く。つまり身を美しく
していくためのもの、そして大人が
子どもに対してしつづけるものだ
よ。」と。その時は「そうか。」と思
った程度でしたが、三十代から四十
代にかけて、自分の子どもの子育て
が本格化して、この話がいつも頭を
よぎり、私の支えになりました。

萩市立弥富小学校
教諭 中 島 智 子

その後、
「しつけは、けじめをつけ
ることに始まる。
」ということを学ば
せていただきました。
あいさつ、返事、靴そろえ、言葉
遣い、礼儀など、私の子どもの頃は
かなり厳しくしつけられたものです。
今思えば、少し厳しすぎたかなと思
うこともありますが、両親には深く
感謝しています。
自 分の 子ど もに対 してと 言え ば、
「なかなかうまくいかなかった。
」が
本音です。やさしさと厳しさを上手
に使うということができず、自分の
感情で怒り、しつけになっていない
ことが多々ありました。なかなかし
つけが、上手くできないとき学んだ
ことが、
「子どもは授かりもの、あず
かりもの。」「ゆっくり・じっくり」
これには、はっとさせられました。
大切な子どもを育てさせていただい
ている、それなら大切なことはじっ
くり言い続けていこう、お手本を示
し続けていこうと思いました。

～授業の様子～

今、私たちの目の前にいる子ど
もたちは、いずれ社会に羽ばたく
大事な子どもたちです。みんなで
知恵を出し合って、大切にしつけ
ていきましょう。社会にでたとき
子どもたちが困らないように。優
しさと厳しさ、その加減は難しい
ものですが、その子のよさをみん
な で 共有 しな がら 甘や かさ ず 勇
気づけてしつけましょう。
屈 託 の な い 子 ど も の 笑 顔が 失
われず、立派に社会に巣立ってい
くまで。

「萩市環境実行計画」に基づき、
地球温暖化防止に向けた取り組みの
一環として職員の「ノーネクタイ・
ノー上着運動」を実施しています。
なお、住民の皆さんには今までど
おり、不快感を与えることのないよ
う対応していきますので、ご周知の
ほどよろしくお願いします。
なお、運動期間は、

①

地球の歴史は、約四十六億年といわれています。先月号でお示ししました

ごんげんさん

地球暦表 四(十六億年を三百六十五日に置き換えた表 で)いきますと、
人類がこ
の世に誕生したのは約百八十万年前 暦(／十二月三十一日夜八時三十分 、
須
)佐
地域の地質を考えると、けた違いの日数をさかのぼらなくてはなりません。
さて、須佐地域で今一番古い時代の岩石は、どこにあるのでしょうか。

②

③

須佐地域の南部、鈴野川と阿東町嘉年との境にある権現山 六(五二 ・.九ｍ )
は、須佐地域で一番高い山です。権現山中腹の鈴野川阿武台を訪ねてみると、

古生代ペルム紀 二(億九千万年前／地球暦 十:二月八日 の)礫岩や石灰岩などの
④

堆積岩を見ることができます。

⑤

山口県を含む西南日本は、昔か
らアジア大陸の突端部にあり、南
方 か らの 海洋 プレ ート の沈 み 込
み に よる 地殻 変動 を受 け形 成 さ
れました。もともと海で出来たサ
ン ゴ 礁な どか らで きた 石灰 岩 や
礫が、海洋プレートの移動により

大陸に運ばれ、ここで隆起したも
のだと考えられます。秋吉台も同
時期に形成されました。
また、石灰岩などで構成される
権現山の北側に湧き出る水は、鈴
野 川 とな り田 万川 に注 いで い ま
す。南側に湧き出る「水出の泉 阿(
東町嘉年 」)は、阿武川の最源流
となっています。

①地球暦＝地球の誕生を一月 元
旦に、現在を大晦日に、一日／
一二六〇万年、一時間／五二・
五万年に置き換えたもの。
②礫岩＝小石が水底に積もり、粘
土、砂などに混じって固まった
水成岩（岩石のはへんが水底で
固まってできた岩石）
。
③石灰岩＝炭酸石灰の成分を も
つ水成岩。
④堆積岩＝うずたかく積もっ た
岩。
⑤隆起＝たかくもちあがること。

早いもので、この津軽
三味線のグループができ
てからすでに九年目を迎
えました。
皆さんおなじみの民謡
を弾けるようにと、いつ
も一生懸命がんばってい
ます。
講師は益田市の青木徳
行先生。毎月第一、三水
曜日の午後一時から須佐
公民館で練習をしていま
す。今、会員は三人です。
どなたでも気軽に仲間に
入っていただくと大変う
れしいのですが…。
是非、私たちと一緒に三
味線を弾いてみませんか？
一度、見にいらしてくださ
い。
○お問い合せは
代表 澄岡公代（浦東）
電話 ６―２５４３

魚屋へカラス突進またやられ

（青葉台） 津守モト子

（浦 西） 林 竹子

〈俳 句〉

卯の花や日がな遊びし用水路

（横屋丁） 茂刈富江

（一 区） 石川崇子

（まてかた） 山崎 尚

（青葉台） 津守マキ子

（山根丁東） 仁保逸朗

ふる里へ走る車窓の青田風

白鳥の中にもいるぞ意地悪っ児

在りし日の母想い出す更衣

麦の秋遠い昔の風物詩

母の日や天国に送る初夏の風

（一 区） 石川崇子

はきよせた今日の落葉はどこへやら （六 区） 立野イネ子

〈短 歌〉

己が身に夫逝きし歳近づきぬ
柚の花匂ふ裏庭に立つ
あさもや

朝靄に煙る山道走りいて
車窓に吹き入る風さわやかに（青葉台） 田村雅利

親指程の地球美し若田さんの
宇宙服姿の向かうに見ゆる （本町上） 岩本美子

●山口福祉大学公開講座

○と き ７月 日（日）
○ところ 菊ヶ浜海水浴場
○申込み ７月 日（金）までに
文化・生涯学習課（０８３８―２
６―５６３６または FAX
０８３８
―２５―３１４９）へ
周年記念

祇園まつり
土
日
月 イカ祭り
火 須佐湾大花火大会
水
木
金 弥富子ども大会

●須佐あおば勉強室「あなたはど
う思いますか？」
（男女共同参画）

○と き ７月 日（土）
午前 時 分～ 時
○ところ 弥富公民館
○講 師 山口福祉大学
準教授 平田 勤 様
○内 容 「蘇る古代琴の音色」
○その他 お問い合せは弥富公民
館または須佐公民館まで
今年は

25
26
27
28
29
30
31

○と き ６月 日（金）
午前 時～ 時 分
○ところ 須佐公民館 講座室
○講 師 萩市市民活動推進課
女性相談員
○その他 皆さんと一緒に話し合い
ながら考えましょう。お問い合せは
須佐公民館まで。

六月といえば、梅雨、あじさい。
あじさいの花言葉は移り気、心変わ
り、元気な女性、冷淡だそうです。
梅雨は、ジメジメして少しいやな
気持ちになりますね。皆さんは、ど
んなふうに過ごしてこの梅雨時期を
乗り切っていますか？
生涯学習発表会が近づいています。
発表会を見に行って、元気になるの
もいいですね。
ちなみに、今月は私の誕生月でも
あります。子どもたちから元気をも
らいたいと願っているのですが…。
編集者 Ｏ・Ｅ

須佐地域の人口（Ｈ２１．４月末現在）

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

※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。

２６

１０

もありますよ！
（参加申込用紙は各公民館の窓口
にもおいてあります。
）

須佐あおば勉強室・さつき学級合同教室「ゴミの分別」
※（図）
阿北水泳記録会（弥小）

●須佐さつき学級「座ってできる
健康体操」
○と き ６月 日（火）
午後２時～３時 分
○ところ 須佐老人憩いの家
○講 師 益田市健康体操指導士
増野裕子 様
○対 象 須佐地区 才以上の方
○その他 バスタオル、お茶を用
意してきてください。

●須佐地区対抗バレーボール大会

弁天まつり

２５

金 習字教室

※（図）
※（図）

24

※（図）

１２

※（公）

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

※（公）

１０ １１

4

※（図）
※（図）
社会を明るくする運動啓発パレード
土 第４４回交通安全子ども自転車大会（小郡）

内

１１

○と き ７月５日（日）
午前８時 分開会式
○ところ 須佐中学校体育館
○対 象 須佐地区に在住する中学
生以上の方
○その他 お問い合せは須佐公民館
まで

世帯数
人口
前月比
１，１９０戸 ２，６１１人 （－２人）
３０８戸
６９４人 （－３人）
１，４９８戸 ３，３０５人 （－５人）

須佐
弥富
合計

※（公）

曜
行
事
水
木 須佐中地区学級（須中）
金 須佐中地区学級（弥公）

３０

３０

３０

須佐地区対抗バレーボール大会

日 弥富地区消防分団合同中継訓練
月
火 色えんぴつ画教室
水 育英小地区学級
木
金 習字教室
土 山口福祉大学公開講座（弥公）
日
月
火
水
木
金 地域内小・中学校終業式
土
日
子ども会交歓大会
月 海 の日
火
水
木
5

６０

３０

容
日
1
2
3

１０ ２６

３０

