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○ジュニアの部
優 勝 宮内元哉︵本町中︶
準優勝 友信真里︵入江︶
三 位 澄岡 明︵浦中︶

○一般の部
優 勝 柴田茂昌︵高山︶
準優勝 大賀久代︵高山︶
三 位 海老谷 茂︵下三原下︶

桜の花もほぼ満開となった四月三
三月八日︵日︶
︑須佐グラウンドで
日︵金︶
︑のびのび教室﹁お花見ウォ
第五回須佐エンジョイグラウンドゴ
ーキング﹂が開催されました︒
ルフ大会が開催されました︒この大
参加者は︑子どもとその保護者の
会が平成二十年度最後のスポーツ大
十九名︒当日は︑いい天気に恵まれ
会となり︑参加者も大人と子ども合
絶好のお花見日和となりました︒
わせて七十五名の参加がありました︒
朝十時に須佐公民館を出発︒風が
今回は個人の争い︒ジュニアの部
少し冷たく感じましたが︑歩き始め
と大人の部に分かれて競技を行いま
て十五分ぐらいすると身体がポカポ
した︒
カと暖かくなり︑子どもたちからは
大人の部では︑初めてグラウンド
﹁暑い！﹂の連発でした︒
ゴルフをする人も多く︑試合開始か
歩いていると歩道脇の花壇にチュ
ら﹁しまった！よそいった〜﹂
﹁打つ
ーリップの花がたくさん咲いていて︑
加減がわからん！﹂など︑ハードな
陽気な春の訪れを目で感じることが
スポーツではないけれどホールポス
子どもたちも︑長くて重いスティ
できました︒
トに入れるまで容易ではなかったよ
ックに慣れず︑なかなか思うように
うです︒
打つことができなかったようですが︑
それでも友だちと一緒にプレーでき
ることがうれしい様子でした︒
なお︑大会結果は次のとおりです︒
ホールイン！ 入るかな？

表彰式で…「よく頑張りました！」

展望台から… とーってもいい眺め！

久原公園では満開に咲いた桜の花
がお出迎え︒しばらくうっとり花を
眺めていました︒
その後︑少し休憩して展望台まで
登りました︒急な上り坂でしたが︑
子どもたちは元気いっぱい！走って
駆け上がる子も⁝︒また︑展望台か
ら眺める景色は最高！海も穏やかで
参加者からは﹁気持ちいい﹂
﹁いい眺
め﹂と思わず声が出ていました︒
昼食は︑お母さんの手作り弁当を
食べました︒お弁当の中身もお花見
らしいかわいい弁当で︑桜の木の下
でお花見しながら︑みんなおいしそ
うに食べていました︒昼食が終わる
と︑ボール遊び︑宝探しなどをして
レクリェーションを楽しみました︒
来年は︑どんなウォーキングにな
るのかな？

花見をしながらお弁当タイム

三月十一日︵水︶
︑弥富公民館でさ
つき学級︵高齢者学級︶が開催され
ました︒講師は萩市消防本部予防課
の野原和正課長補佐で︑火災予防に
ついて勉強をしました︒
最初に火災の際の対応について説
明がありました︒特に住宅火災にお
いては︑高齢者の逃げ遅れによる死
亡事故が多く︑高齢者の場合は避難
を最優先することが重要であるとの
ことでした︒
次に︑住宅用火災警報器に関する
こととして︑既存住宅の場合︑平成
二十三年五月末日までに火災警報器
を設置しなければならないことにな
っています︒これは︑寝室につける
よう義務化されたもので︑住宅火災
における就寝時間帯の﹁逃げ遅れ﹂
を防止するためのものです︒ただし︑
この火災警報器による悪徳業者の訪
問販売も多いため注意してください︒
最後に︑
﹁１１９﹂の通報について
勉強しました︒通報時には︑動転し
ていることも多く︑うまく消防署に
伝達できないことが多々あるそうで
す︒自宅の電話付近に︑
﹁１１９﹂の
通報の際の住所や電話番号などのメ
モを貼り付けておくと便利です︒講
師の方の笑いを交えたわかりやすい
説明で︑学級生からの評判は上々で
した︒
今回は︑今年度最後のさつき学級
のため︑閉講式をおこない︑平成二
十年度のさつき学級の全講座に参加
いただいた学級生を皆勤賞として表
彰しました︒皆勤賞受賞者は次の方
です︒
・弥富 八区
中野 静子
・弥富十一区
田島 昭子
また︑同様に三月四日︵水︶のや
よい学級においても︑閉講式におい
て皆勤者の表彰をしました︒やよい
学級の皆勤賞受賞者は次の方です︒
・弥富十一区
末永夫美代
・弥富十一区
田島 昭子
両学級の受賞者の皆様︑おめでと
うございました︒また︑新年度にお
いても﹁さつき学級﹂
﹁やよい学級﹂
とも︑今まで同様企画していくこと
としています︒多くの皆様のご参加
をお待ちしています︒

三月二十九日︵日︶
︑須佐スポーツ
振興会弥富支部と弥富公民館の主催
で︑平成二十年度ソフトバレーボー
ル弥富大会が弥富体育館と弥富小学
校体育館で開催されました︒
少し肌寒い中︑地元弥富のチーム
のほかに須佐︑小川︑宇田︑福賀な
ど近隣のチームも参加していただき︑
男女あわせて十一チーム約８０名の
参加がありました︒
弥富で開催する他地域のチームを
招待する唯一の大会であり︑ハイレ
ベルの熱戦が繰り広げられました︒
今年は︑例年と比べ︑参加チームは
少ない状況でしたが︑白熱した熱戦
の中にも︑相手チームと笑顔で会話
をしながらの和気あいあいとした雰
囲気の中︑大変なごやかな大会とな
りました︒

｛アターック！｝必死のジャンプ守りは…

皆勤賞受賞式で…（さつき学級）

試合結果は次のとおりです︒

参加いただきました選手の皆さん︑
お世話いただいたスポーツ振興会弥
富支部の皆さん︑大変お疲れ様でし
た︒来年度の弥富大会もよろしくお
願いします︒

異〜感じ︵須佐︶
江崎ＳＶＣ︵小川︶
４１︵フォーティー
ワン︶

○男性の部
優 勝 江崎ＳＶＣ︵小川︶
準優勝
異〜感じ︵須佐︶
３ 位
弥富チーム︵弥富︶
３ 位
ちゅーりっぷ︵宇田︶
○女性の部
優 勝
準優勝
３ 位

ボールの競り合い… どちらが勝つか！？

ばる〜んずで一緒に遊んだ子ども
たちも大きく成長しました︒四月か
らは保育園へ通う子どもたちもいま
す︒
そんな子どもたちの新しい出発と︑
﹁ばる〜んずで過ごしてきた思い出
を忘れずに⁝﹂の思いを込めて︑三
月十九日︵木︶︑﹃おわかれ会﹄を行
いました︒
このサークルが立ち上がって今年
で四年目︒発足当初は小さな赤ちゃ
んだったのが︑今はしっかり自分の
足で立って︑友だちと喧嘩しながら
遊ぶほどに︒

当日は︑代表の久原多希恵さんか
ら﹁保育園に行っても友だちをたく
さんつくって楽しく過ごしてくださ
い﹂と書かれた賞状と︑折り紙でつ
くった記念の首飾りが︑一人ひとり
に手渡されました︒
受け取った子どもたちは︑何のこ
とか分からない様子でしたが︑プレ
ゼントをもらえて喜んでいました︒
保育園へ行っても︑ばる〜んずで
遊んだことを忘れないでね︒

★習字教室

字が上手くなるだけでなく︑無
心に書くことで澄んだ心を養うこ
とができます︒冠婚葬祭︑年賀状
にも役立ちます︒希望があれば資
格を取ることも可能です︒
毎月第二・四︵金︶
午後一時三十分〜三時三十分
場所＝須佐公民館 多目的室

★色えんぴつ画教室

﹁大人の塗り絵﹂がブームとな
って始まった教室︒準備︑片付け
手間いらずで気軽にできます︒昨
年は生涯学習発表会で作品を展示︒
自分のペースで楽しく塗り絵をし
ます︒
毎月第二︵火︶
午後一時三十分〜三時三十分
場所＝須佐公民館 多目的室

★その他

折り紙教室︑茶道教室︑アート盆
栽教室︑おやじの厨房自慢教室︑パ
ソコン教室︵チラシで案内︶なども
用意しています︒
︵十人以上集まり次
第︶
新しい門出⁝いろんなことに挑戦
してみませんか？

★乳幼児サークル
ばる〜んず

未就園児をもつ親子で活動して
いるサークルです︒絵本の読み聞
かせや簡単工作︑室内遊び︑季節
ごとの伝統行事遊びなどをしなが
ら︑友だちづくり︑子育ての情報
交換などをして悩めるお母さんの
ために活動をしています︒
まずは一度︑遊びに来てくださ
い︒お待ちしています︒

毎月二回︵木︶
午前九時三十分〜十二時
︵都合のいい時間にどうぞ︶
場所＝須佐公民館 子どもの館

おもしろ学級︑乳幼児サー
ルのお問い合せは︑

須佐公民館 ６︱２３１０
まで

肇

さらに︑
﹁いじめ撲滅宣言﹂﹁仲良
し宣言﹂の唱和を継続し︑いじめに
対する意識を高めるなど︑心の教育
の充実を図って参ります︒
加えて︑不登校傾向の児童・生徒
を対象とした﹁萩輝きスクール﹂を
引き続き運営するとともに︑特別な
支援を必要とする児童・生徒を対象
とした﹁はばたき教育相談﹂を充実
させ︑学習・進路・就学に対し継続
的な支援を行って参ります︒
全国どこにいても一定の水準の教
育が受けられるように︑各教科の目
標や内容等を︑ほぼ十年ごとに文部
科学省が見直しを行っているのが学
習指導要領です︒全面実施は小学校
が平成二十三年度から︑中学校が平
成二十四年度からですが︑今年度か
ら移行措置が始まります︒小・中学
校ともに︑総則︑道徳︑総合的な学
習の時間︑特別活動については︑今
年度から新学習指導要領を先行実施
することになります︒小・中学校毎
に先行実施する主な内容は次のとお
りです︒

萩市教育委員会
教育長 岩 崎

春は別れと出会いの季節といわれ
ます︒四月から児童生徒は一学年ず
つ進級し新年度が始まりました︒一
方︑教職員の年度末人事異動により︑
萩市へ九名の新規採用者を含む総勢
五十名の教職員をお迎えし︑児童・
生徒が待つ学校へそれぞれ着任しま
した︒
本市においては︑一度は都会にで
てみたいとのあこがれとともに︑広
く外へ出て︑活躍したいという気風
が根強く︑一方で安定した雇用の場
が少ないとの事情も相まって若年層
の流出傾向が続いており︑将来の萩
を担う人材をいかに育成し︑どのよ
うに定着を図るかが︑大きな課題で
あります︒学校教育においては︑児
童生徒が地域に愛着を持ち︑ふるさ
と萩を誇りとし﹁一人でも多くふる
さとに残り︑または︑帰ってくる教
育﹂を引き続き推進して参ります︒
また︑教職員の資質・能力の向上
を図るとともに︑保護者に信頼され︑
地域に開かれた学校づくりを推進し
て参ります︒

︿小学校﹀
・算数及び理科については︑新課
程の内容を一部前倒しして実
施します︒
・地図帳で四十七都道府県の名称
と位置の指導を実施します︒
・音楽の共通歌唱教材として指導
する曲数を充実します︒
・第五︑六学年における外国語活
動を実施します︒
︿中学校﹀
・数学及び理科については︑新課
程の内容の一部を前倒しして
実施します︒
・選択教科の時数を削減します︒
・音楽の共通歌唱教材として指導
する曲数を充実します︒
萩市教育委員会では︑家庭︑地
域と学校が連携を取り合い︑一体
となって児童・生徒を育てて参り
ます︒どうか︑よろしくお願いし
ます︒

□人事異動

四月一日付け︑職員の人事異動があ
りましたのでお知らせします︒

▽須佐総合事務所地域振興課長補佐
兼須佐公民館副館長
村 田 治 美

▽須佐総合事務所地域振興課地域振
興係主任主事兼須佐公民館
久 原 憲 治

▽須佐図書館主任

村 木 笑 子

どうぞ︑よろしくお願いします︒

△福川公民館副館長兼福栄総合事務
所地域振興課主任主事
勝間田 盛 明

△須佐総合事務所経済課商工観光係
長
宮 内 良 昌

△萩図書館図書係主任
河 口 浩 美

大変お世話になりました︒

■転出
︿育英小学校﹀

須佐地域の小・中・高校の教職員
に異動がありましたのでお知らせし
ます︒

教 頭 木村博昭︵萩市立白水小︶
教 諭 中村静子︵萩市立紫福小︶
非常勤講師 佐伯昌代︵萩市立大井
小︶
非常勤講師 糸永由加里︵長門市立
神田小︶
理科支援員 末武貴美代︵新規︶

■転入
︿育英小学校﹀

教 諭 植野健二朗︵萩市立三見中
学校へ︶
教 諭 明山章浩︵萩市立萩東中学
校へ︶
スクールカウンセラー 姫野喜久子
︵退任︶
大変お世話になりました︒

□須佐地域内
学校教職員人事異動

教 頭 田中博文︵山口県教育庁義
務教育課へ︶
教 諭 城市常雄︵萩市立むつみ小
学校へ︶
教 諭 中野裕之︵退職︶
教 諭 小野禎夫︵退職︶

︿弥富小学校﹀

どうぞ︑よろしくお願いします︒

教 頭 弘田和彦︵柳井市立柳井南
中︶
教 諭 有田尚司︵萩市立川上中︶
教 諭 河村多恵子︵山口市立平川
中︶
非常勤講師 北国ゆう︵萩市立明倫
小︶
スクールカウンセラー 周 彬

︿須佐中学校﹀

教 諭 中島智子︵萩市立椿東小︶
養護教諭 末岡民枝︵萩市立白水小︶
非常勤講師 澄川あけみ

︿弥富小学校﹀
教 諭 大坪伸彰︵宇部市立恩田小
学校へ︶
養護教諭 中野勢穂子︵萩市立白水
小学校へ︶
非常勤講師 池内久美子︵萩市立福
川小学校へ︶

︿鈴野川小学校﹀
教 諭 二井野 昇︵阿東町立さく
ら小学校へ︶

︿須佐中学校﹀
教 頭 石橋慶子︵萩市立越ヶ浜中
学校へ︶

むら

育英館と松下村塾との塾生交流が
進み︑三月下旬︑吉田松陰は塾生達
を須佐へ見送り︑次のように期待し
た︒
﹁須佐の荻野隼太 時(行 つ)ねにそ

の 邑 の振わざるを嘆き︑今年三月来
遊して久保清太郎・富永有隣と交わ
りを結び︑荻野が帰るに臨んでつい
に久保・富永の二人と塾生十数名を
誘った︒松下村塾と須佐が合して左
右の手とならば︑四海みなと兄弟と
なるはこの挙より始まらん﹂ 戊(午幽
室文稿 )須佐へ赴いたのは︑前後二
回で教師格の久保清太郎︑富永有隣
の二人︑岡部富太郎︑増野徳民︑原
田太郎︑佐々木亀之介︑佐々木謙藏︑
佐々木梅三郎︑中谷正亮︑中谷茂十
郎︑福原又四郎︑山田市之允 顕(義 ︑)
有吉熊二郎︑伊藤俊介 博(文 ︑)品川
弥二郎︑天野御民︑滝弥太郎︑馬島
春海︑久坂玄瑞の塾生延十七名であ
った︒村塾生達は︑育英館の万香堂
等に滞在し︑寝食を共にして勉学し
又時局を語った︒

その後も︑引き続き数名を派遣
する約束だったが︑松陰は松下村
塾から少年童児を数名派遣して
も︑大きな成果を得ることは出来
ないのではと疑問を感じた︒それ
より︑志あるものを松下村塾に入
塾した方が︑効果が大きいことを
育英館館長に伝え︑育英館から益
田邦衛︑本尾官冶︑荻野隼太︑内
藤勝重︑大谷樸助︑宇野省三︑宅
野定義の七名の生徒が松下村塾
に入塾した︒
今度は松陰も満足する成果を
あげ︑四月二十九日須佐に帰る際
に﹁須佐七生邑に帰るに贈る書﹂
を贈った︒また︑小国融蔵 育(英
館館長 に
) もその成果をことづ
け︑松下村塾より五名の塾生の派
遣を約束︒なお︑大谷樸助に松陰
は大きな期待を持ったとみえて
特別に﹁士規七則﹂が与えられた︒
塾生の交換は︑わずか三回で終
ったが︑育英館に新風を巻きおこ
した有意義な交流であり︑維新の
原動力として貢献した須佐兵の
養成に大いに役立ったことは事
実である︒

須佐俳句会は︑毎月第三
土曜日︑指導者として周南
市 よ り有 田 紗代 子 先生 を
お 迎 えし て 定例 会 を開 い
ております︒
日常の生活の中で考えた
こと︑思いついたこと︑気
がついたことを五・七・五
の 十 七文 字 で表 現 する こ
とができる趣味の会です︒
上手下手など関係なく︑
和 気 あい あ いと し た雰 囲
気 で 活動 し てい る グル ー
プです︒
皆さんも一度試してみて
はいかがですか？
あなたの入会を是非︑お
待ちしています︒
★世話人
山根丁東 仁保逸朗
電話 ６︱２５８３

雛飾り娘と共に嫁ぎゆき

チチチチと小鳥睦みぬ寒ざくら

手庇しの手よりこぼるる春日差し

仏壇に雛菓子供う娘等が居て

やぶ椿小鳥のほほを黄に染めて

福寿草咲いて一っ時日なたぼこ

半日を母と過せしさくら餅

︵一 区︶ 石川崇子

︵八 区︶ 林二三子

︵八 区︶ 岩本登志子

︵八 区︶ 鈴木孝子

︵五 区︶ 冨田八重子

︵四 区︶ 林 愛子

︵四 区︶ 品川玉枝

︵二 区︶ 原山怜子

︿俳 句﹀

パナマ帽単身赴任の人想ふ

小春日のひと日ひと日を惜しみけり ︵六 区︶ 立野イネ子

吹奏楽きららか春の甲子園

︵山根丁東︶ 仁保逸朗

︵横屋丁︶ 茂刈富江

ネットカフェ資格取るためキーを打つ︵下三原下︶村田仁史

春愁や後期高齢と名指しされ

︵浦 西︶ 林 竹子

︵青葉台︶ 田村雅利

静かなる雨の窓辺にシクラメン

︿短 歌﹀

日も次ぎて余寒の雨もさむざむと
牡丹芽ぶきて早春告げる

吉野山櫻も限りある生命
我が世の春を咲きに咲きおり︵一 区︶ 石川崇子

ばる〜んず

色えんぴつ画教室

※（公）

※（図）

須佐地区対抗エンジョイスポーツ大会

※（図）

須佐さつき学級「薬との 上手なつきあい方」

※（公）
ばる〜んず

※（図）

須佐図書館を訪ねてやって来た「貸し本処」

須佐地域の人口（Ｈ２１．２月末現在）

編集者 Ｏ・Ｅ

（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。

〜山口新聞で取りあげられていた〜

※（図）
※（図）

須佐公民館も新体制になりました︒
生涯学習活動︑文化︑スポーツ等︑
いろんな場面で地域の皆さんにご協
力いただくことと思います︒よろし
くお願いします︒
我が家の長男も︑義務教育最後の
年を迎えました︒勉強にスポーツに
頑張って欲しいところですが⁝︵特
に勉強を︶
︒子どもも親も︑緊迫した
日々になりそう！
まずは︑野球シーズンに入り︑部
活に勢を出して頑張って欲しいとこ
ろです︒

※（公）

●須佐地区対抗エンジョイスポー
ツ大会

振替 休日

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

みどり の 日

○と き ５月 日︵日︶
午前８時 分開会式
○ところ ソフトバレーボール
須佐中体育館
グラウンドゴルフ
須佐中グラウンド
○対 象 中学生以上
○申込み ５月 日︵月︶までに
須佐公民館へ

※（図）
習字教室

※（図）
習字教室

●須佐さつき学級︵高齢者学級︶
﹁薬との上手なつきあい方﹂
〜高齢者と薬〜
○と き ５月 日︵火︶
午後２時から３時 分
○ところ 須佐公民館 講座室
○講 師 須佐エサキヤ薬局
大谷信宏 様
○対 象 須佐地区 歳以上の一般
成人︵男女を問わず︶
○申込み ５月 日︵月︶までに須
佐公民館へ
３０

●須佐あおば勉強室︵婦人学級︶
学級生募集！

エコキャンまつり
子どもの 日

須佐焼まつり
憲法 記念日

３０

○対 象 須佐地区の一般成人女性
○申込み 須佐公民館まで
詳しくは︑綴じ込みの﹁学級生募集
チラシ﹂をご覧ください︒

世帯数
人口
前月比
１，１９０戸 ２，６３０人 （−８人）
３１０戸
６９７人 （−４人）
１，５０４戸 ３，３３９人 （−１２人）

須佐
弥富
合計

※（図）
※（図）

１１

６０

平成２１年度も、
公民館行事に多く
の皆さんの参加を
よろしくお願いし
ます。
容
内
事
行

※（図）
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１７

１９

１１

