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今年二月に須佐スポーツ振興会主
催で行われたニュースポーツ教室
「バウンスボール」
。
この新しいスポーツを広めるため、
毎週月曜日の午後七時から九時まで、
須佐文化センターで『バウンスボー
ル教室』
（須佐スポーツ振興会須佐支
部・須佐公民館主催）を開催するこ
とになりました。
このスポーツは、必ずワンバウン
ドしたボールを一回で相手のコート
内に打ち返す競技で、一チーム三人
でプレーするのが基本です。ボール
は、ソフトバレーボールよりも柔ら
かくて軽いボールを使います。
第一回目は、四月二十七日（月）
に行われ六人が参加しました。
まずは、怪我をしないように軽く
準備運動をして基本的なルールの説
明をした後、早速練習を始めました。
最初はウォーミングアップ程度に
軽くポーンと打ち返していたけれど、
慣れてくると少し強めに打ったり、
左右に振って打ち返したり、だんだ
ん息づかいも荒くなってきていまし
た。
また、チームを組んで対戦もしま
した。参加者は練習とは違った意気
込みでプレーを楽しんでいました。
今、この『バウンスボール教室』
では参加者を募集しています。今か
らスポーツをしてみようと考えてい
る方、スポーツを通していろんな方
と交流をもちたい方。是非一緒にや
ってみませんか？お問い合せは須佐
公民館（六―二三一〇）まで。爽や
な汗、流しましょう！

五月八日（金）
、平成二十一年度初
めての須佐あおば勉強室（婦人学級）
が須佐公民館の講座室で開催されま
した。
第一回目は、使い古しの傘を使っ
た『エコバックづくり』を行いまし
た。山口県では、四月からレジ袋の
無料配布が中止され、買い物をする
ときはマイバックが必要となりまし
た。これに伴い自分でつくったオリ
ジナルのエコバックづくりに挑戦！
講師は、萩市の消費生活センター
推進協議会の山本さん他四名の皆さ
ん。
まずは、傘の糸を分解する作業。
この分解した糸と布がマイバック作
その後、いよいよバックを縫う作
りに欠かせない材料となります。
業です。
一番苦労したのもこの作業。分解
基本は、分解した八枚の布のうち
するのに三十分ぐらいかかりました。 四枚をつなぎ合わせて、残りの布で
まち（底）と内側、外側に付けるポ
ケットや紐などを自分で工夫して作
ります。
時間が足らず、ほとんどの参加者
は、布を二、三枚つなぎ合わせるこ
としかできませんでしたが、ポケッ
トの付け方を教わったり、見本のバ
ックを見ながらファスナーをどうや
って付けたらいいかなど確認して、
続きを家で仕上げる意欲が伺えまし
た。
出来上がったマイバックを持って
買い物に行くのが楽しみですね。
傘の分解、残った骨も何かに使えそう…

布合わせの説明を聞く参加者

四月二十一日（火）
、萩市女性団体
連絡協議会須佐支部（女団連）の研
修会が須佐公民館大ホールで行われ、
女性会員約八十名が参加しました。
講師は山根丁東の西村武正さんで、
「月は東に日は西に」という演題で
講演をしました。
この演題は「菜の花や」で始まる
与謝蕪村（よさぶそん）の有名な俳
句の下の句。美しい春の夕暮れの情
景を詠ったものです。西村さんは、
携帯電話やインターネットなどの情
報が氾濫し、私たちの先祖が大切に
してきた情緒を失いつつある中、
「俳
句」や「童謡」
「民謡」などに代表さ
れるような、美しい風景の中で育ま
れてきた私たち日本人の情緒をしっ
かりと受け継ぎ、次の世代へと残し
ていくことの大切さについて語られ
ました。
また、後半では、幕末の地元須佐
領主益田親施公の人物像に迫る講義
が展開されました。親施公は、幕末
動乱の「禁門の変」でその責任者と
して切腹し、萩藩を救ったことで有
名。参加者は熱心に聞きいっていま
した。

最後に女団連須佐支部長の倉田百
合子さんが、
「こうして須佐に長年住
んでいながらも、地元のことについ
てはまだ知らないことがたくさんあ
ります。こうした研修会や学習を通
して、須佐のことをもっとよく知り、
自分たちの子どもや孫、須佐にお越
しになる方に伝えていきたい。
」と感
想を述べていました。

西村武正さんの話を熱心に聞く参加者

生涯学習発表会
実行委員会

ますおか
ひろし
毎年恒例の一大イベント、
『生涯学
弘 さん
習発表会』が六月二十一日（日）に ☆講師…増岡
須佐文化センターで開催されます。
☆演題…「マスオの家庭
また、二十日（土）から二十二日
（月）の間、須佐公民館内で作品の 教育考 サザエさん一家
展示も行われ、今は各団体とも最終 は幸福みつけの達人ぞろ
調整に入っているところではないで
い」
しょうか。
地元須佐地域の皆さんが、この日
のために頑張ってきた成果を、家族、 【講師紹介】
友人お揃いで是非見に来てください。
昭和十一年生まれ、昭和三十三年
に劇団表現座入団後、劇団ＣＢＣ専
属になる。昭和三十六年に俳協、ま
た劇団ルネッサンスの主宰も兼ねる。
テレビでは「太陽にほえろ」に出
演し、声優でも活躍。アニメ「サザ
エさん」のマスオさん役は特に有名。

さて、二十一日の文化発表の日。
午後に行われる講演会では、待望の
講師が決定しましたのでお知らせし
ます。

落語家としても柳
家さん助門下となり、
益々家ちゃん助（マス
マスヤンチャスケ）の
名で「落狂寄席（ラッ
キョウヨセ）」を開催
している。
著書も出版。主な著
書として「陽だまりの
マスオさん」「マスオ
さんの美味しい味噌
づくり」「マスオさん
の味噌づくり指南」な
どがある。

今年も多くの
ご来場をお待ち
しています。
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無 形 の 民 俗 文 化財 （衣 食住 、生
業、信仰、 年中行事等に関 する
風俗慣、民俗芸能・民俗技術）
有形の民俗文化財（無形の民俗文
化財に用いられる衣服、 器 具、
家具等）

◇記

念

物

遺跡 （史跡） （貝塚、古墳 、都
城跡、旧宅等）
名勝地 （名勝） （庭園、橋 梁、
峡谷、 海浜、 山岳等）
動物、植物、地質鉱 物 （ 天然 記念

◇文化的景観
◇伝統的建造物群

物）

萩市須佐地域には国指定二件、県指定二件、市指定二十三件の文化財があります。
その中には名勝及び天然記念物須佐湾や天然記念物須佐高山の磁石石、須佐唐津古窯跡群等がありますが、国・県・市の指定に関
わらず文化財を保存し、後世に伝えなければなりません。
このような指定地域内で、家屋の新築・増築・除去、土地の形状の変更、樹木の伐採等の行為（現状変更行為）をしようとすると
きは、事前に文化庁長官（または萩市教育委員会）の許可を受けなければなりません。
特に須佐湾については、須佐湾の保存管理計画に基づいて保存管理を行っているところです。
指定地域内において現状変更行為が見込まれる場合には、事業計画を作成する段階で事前に須佐公民館までご相談ください。

文化財保護の体系

郷土の文化財を守るため
みなさんのご理解とご協力をおねがいします。
（問い合わせ先）
須佐公民館 ℡６－２３１０
萩市歴史まちづくり部文化財保護課
℡０８３８ー２５ー３２９９

須佐地域ほど地質（岩石や地質の成り行き）の豊富なところはありません。

ちなみに、ホルンフ
ェルスができた のが
十二月二十九日 昼頃
となります。
このよ うに長い時
間をかけて地球 は出
来上がっています。こ
のことをしっか り頭
に入れ、次回から須佐
地域の地質探検 に出
かけてみたいと 思い
ます。

ホルンフェルス十二月二十九日誕生
地球の誕生から今日までのどのくらいの時間が経ったのかご存じですか。
通常四十六億年とか四十八億年と言われています。
何億年・何万年と聞いても、誰しもピントこないのが現実です。そこで、
地球が誕生して今日までの四十六億年を私たちが暮らす一年に置き換えて
みたらどうなるのでしょうか。一月元日を地球ができた日とし、十二月三十
一日大晦日を現在とすると、四十六億年÷三百六十五日で、一日が約千二百
六十万年、一時間が約五十二・五万年となります。
そうすると、一月一日午前０時に誕生した地球に、最古の生命トロイマイ
ト（藍藻）が誕生したのが三月末～四月上旬となります。そして、生物が上
陸したのが十一月末、恐竜が栄えたのが十二月十五日～十二月二十六日、マ
ンモスなどの大型ほ乳類が出現したのが、十二月二十七日深夜、人類の誕生
が十二月三十一日午後八時三十分くらいとなります。そして私たちの人生と
なると、十二月三十一日午後十一時五十九分五十九秒九九となります。

？！

平成二十年度からスポーツ振興会
及び公民館主催のスポーツ行事につ
いては、これまでの須佐地域スポー
ツ災害共済会基金をもって、行事ご
とに民間保険に加入してきたところ
です。
平成二十年度は、須佐、弥富地区
のスポーツ行事、計十一大会に保険
加入を行い、不幸にも一件の保険金
給付が発生した結果となりました。
平成二十一年度も、引き続き地区
対抗のスポーツ行事は、基金をもっ
て民間保険に行事ごとに加入し、住
民の皆さんに安心してスポーツ行事
に参加していただける環境を整えま
すので、各種大会へ積極的にご参加
ください。
なお、スポ少・婦人会・老人クラ
ブ・スポーツ団体等の各種行事はこ
れまで同様、対象外となります。各
団体でスポーツ傷害保険に加入して
ください。
須佐スポーツ振興会
会長 井原弘志

早いもので退職して二年もの月日
が経ちました。今は農家での野菜作
りや稲作などの手助けをしながら、
小学校、保育園の孫の送迎や婦人会
等のお世話をさせていただいていま
す。
この須佐地区で生まれ、育ち、嫁
ぎ、勤めさせていただき、未熟だっ
た私は、これまでに地域の多くの
方々に支えられ助けられてきたこと
を思うと、本当に感謝の気持ちで一
杯です。そして、孫の成長を見守り
ながら、私の小学校時代をなつかし
く思い出します。
今のように車はなく、雨の日も風
の日も雪の日も、四キロの道のりを
徒歩で学校へ通ったものです。どの
家庭でも、兄弟姉妹は大勢いて同級
生も多く、どこからでも子どもの遊
ぶ声が聞こえていました。
通学時や遊ぶときも、兄弟姉妹や
先輩が面倒を見てくれて、不便なが
らも楽しく、にぎやかな町でした。
小学校では、
「清く、正しく、明る
く、強く」と教室に張り紙がしてあ

須佐婦人会
会長 笠 内 栄 子

り、先生からは「よく学び、よく遊
び」の精神を教わったものです。
農繁期には、田植え、稲刈り休み
があって、季節ごとに自然とふれあ
いながらの家の手伝いは、
「働くこと
や食べることの大切さ」を自ずと身
につけたように思います。
このように、小さいときの生活環
境や家庭でのしつけ、学校での教育
が今もって現在の私を支えているこ
とを痛感します。

しゅうとめ

私が勤めていても、家にはいつも
しゅうと

舅 、 姑 がいて子どもの面倒を見
てもらい安心して仕事をすることが
できました。今、私がまったく同じ
立場になり、孫たちが急に熱を出し
て学校や保育園を休んで病院に連れ
て行ったりする役目は私になりまし
た。

核家族が進み、共働きの多い家庭
ではどうされているだろうか？安
心して働ける子育て支援が必要に
なっていることを感じます。
須佐婦人会では、毎月始め育英小
の登校日に、本町ポプラハイツ前で
児童の登校日に立哨し、交通事故に
あわないよう配慮しています。ま
た、毎月第二週以降に中津地下道清
掃をし、環境整備に気をつけていま
す。
新年度に入り、育英小、弥富小の
新入学児童に「紙芝居と交通安全リ
ーフレット」を、また鈴野川小、須
佐・弥富保育園園児には「紙芝居」
を交通事故防止のために贈らせて
いただきました。
健やかに子どもが育つ地域の環
境づくりや、安心安全なまちづくり
のためのお手伝いとともに、自らを
高めるためにこうした活動を続け
ていくことが、人生八十年の心豊か
な日々を送ることに結びつくので
はないでしょうか。
須佐婦人会は、昭和十八年の大日
本國防婦人会にその設立を遡るこ
とができ、今日の婦人会は昭和二十
年に新たな形で再編されたもので
す。戦前戦後の激動の中を、時代と
ともに歩んで来られた諸先輩の熱
い思いをしっかりと受け止め、今後
の活動に会員の皆様と一緒に取り
組んでいきたいと思っています。

鈴野川バドミントンクラ
ブ は毎週水 曜日の午 後八
時から午後十時まで、鈴野
川 農林漁業 者等健康 増進
施 設でバド ミントン を行
っています。
現在の会員数は八名と少
人数ですが、和気あいあい
と和やかな雰囲気の中、楽
し く汗をか いて心身 とも
に リフレッ シュして いま
す。
また、年に数回、近隣の
大会にも出場しています。
上手な人から、そうでない
人までいろいろですが、一
緒 にスポー ツを楽し む喜
び を大事に している クラ
ブです。

現在、入会者を募集して
います。バドミントンは全
身を動かすので、運動不足
解 消や健康 づくりに はも
ってこいのスポーツです。
興 味のある 方、初め ての
方、大歓迎です。仲間と一
緒 にバドミ ントンを 楽し
みましょう。入会やバドミ
ン トンクラ ブに対す る質
問等ございましたら、代表
ま で気軽に お問い合 せく
ださい。多くの方の入会を
お待ちしています。
代表 品川石和
電話 ８―２６９４

〈俳 句〉
さえずり

囀りに起こされ一句思いつき

椎若葉藩主の墓を覆いける

（山根丁東） 仁保逸朗

（青葉台） 津守モト子

夏立ちぬ風はちひろの絵のように

母の日と五十路の子より花届く

（浦 西） 林 竹子

（横屋丁） 茂刈富江

（青葉台） 津守マキ子

（まてかた） 山崎 尚

子つばめは顔一ぱいに口開けて

（下三原下） 石橋東岳

春嵐ホルンフェルスに波の華

カタコトと一両電車初夏の風

春爛漫花の乙女は一人逝く
鉄路の露と消えて幾年

（青葉台） 田村雅利

（一 区） 石川崇子

（下三原下） 村田仁史

（六 区） 立野イネ子

パーテンの笑顔に栄えるレストラン （一 区） 石川崇子

春雲に怯える花をいとおしむ

〈川 柳〉

負けまいと毎日励むスキル向上

満開の映える桜も散りゆきて
若葉青葉で緑かがやく

（本町上） 岩本美子

〈短 歌〉

人の心浮き立たせて咲く桜
散りゆく桜春は過ぎゆく

ゴールデンウィーク真っ只中の五
月四日夕方、我が家の前に広がる湾
内に赤潮発生！しかも、私が須佐へ
来てまる十五年。今まで見たことも
ないような赤潮。大量の赤い絵の具
を海に落としたような、または、油
が流れ出たような感じで、沖の方か
ら幅いっぱいに広がった赤潮がどん
どん湾内に入ってくる様子を近所の
人と「異様なね。ほんとに異常気象
じゃね」と言いながら見ていました。
次の日は、嘘のように元の湾にも
どっていました。本当に不思議…。
編集者 Ｏ・Ｅ

※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。

●須佐さつき学級「座ってできる
健康体操」

水 「かしこい消費者になるために」
※（公）
木
金
生涯学習発表会：作品展示
※（図）
土
生涯学習発表会：文化発表・講演会
日
月
火
※（公）
水
木

●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
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６０

※（図）

搬入期間＝６月１５日（月）
～６月１７日（水）
搬入場所＝須佐公民館
申込〆切＝６月１２日（金）
月
火

○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 歳以上の方
なら男女を問わずどなたでも
○その他 バスタオル持参

※（公）

３０

※（公）

★広報紙問い合わせ先
○須佐公民館 ６―２３１０
○弥富公民館 ８―２２４０

容

○と き ６月 日（日）
午前８時 分開会式
○ところ ソフトバレー
弥富体育館
弥小体育館
グラウンドゴルフ
弥富グラウンド
○対 象 弥富地区に在住してい
る方ならどなたでも
○その他 詳細は案内チラシにて

須佐地域の人口（Ｈ２１．３月末現在）

●弥富さつき学級「かしこい消費
者になるために
○と き ６月 日（水）
午前 時～ 時 分
○ところ 弥富交流促進センター
○対 象 弥富地区 才以上の方
○申込み ６月 日（水）までに
弥富公民館へ

●須佐あおば勉強室「あなたはど
う思いますか？」

世帯数
人口
前月比
１，１８７戸 ２，６１３人 （－２０人）
３１０戸
６９７人 （±０人）
１，４９７戸 ３，３１９人 （－２０人）

須佐
弥富
合計

６０

○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職
員
○対 象 須佐地区一般成人女性
○その他 詳しくは綴じ込みの「案
内チラシ」をご覧下さい。

須佐あおば勉強室「あなたはどう思いますか？」
※（図）
※（図）

27
28
29
30

金 習字教室
土
日
月
火 須佐さつき学級「座ってできる健康体操」

26

弥富さつき学級

15
16

18
19
20
21
22
23
24
25

※（図）
※（図）
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
日 ルフ大会
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３０

３０

内

３０

１１

１１

事

３０

曜
行
月
火
水
木
金
土
日
月 色えんぴつ画教室
火
水
木
金 習字教室
土

日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

１４

１０ １７

１０

１０ ２６

