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インストラクターのお話では、ス
ケート靴を履くときに、自分の足と
一体感を持たせるようにきちんと履
けば怪我をすることなくうまく滑れ
るそうです。また、滑れる人も滑れ
ない人も最初は全員で講習を受けた
方がいいようです。
来年は、少し教室の趣向を変えて
開催したいと思います。来年も多く
の参加をお待ちしています。

３月４日（金）須佐公民館で「風
船バレー」を行いました。
風船バレーは、スポーツの苦手な
人でも気軽にできるスポーツです。
味方全員が風船にさわってから敵方
に返球するというルールで、体が不
自由な方や車椅子利用者でも楽しめ
るスポーツとなっています。

前座で簡単な手遊びや準備体操を
した後、全員で輪になってパスの練
習。その後、２チームに分かれて 点
先取の試合を行いました。
最初は、レシーブがうまくいかな
かったりしていましたが、なれてく
ると強く打ち返すなど打ち方を工夫
する参加者もいました。大変盛り上
がった試合となり、参加したみなさ
んは楽しんでプレーしていました。

「さあ、いくわよ！それっ！」

１０

※は放課後子ども教室開催日です。

イスに座って気持ちよさそう！
「見て見て！この華麗な滑り…」

２月 日（日）
、サン・ビレッジ浜
田で、毎年恒例の「スケート教室」
を開催しました。
今年参加したのは、大人 人、子
ども 人の総勢 人。スケート教室
は、毎年大人気！約４時間の間、子
どもも保護者も冷たいスケートリン
クで楽しくスケートをしていました。

３人仲良く手をつないでスーイスイ！楽しそう…

２０

３９

４９

１０

３月６日（日）
、スポーツ少年団卒
業記念バレーボール大会ＩＮ弥富が
弥富スポーツ少年団の主催により開
催されました。今回が９回目となる
大会、近隣のスポーツ少年団が減っ
ていく厳しい状況の中、６チームの
エントリーがあり、大いに盛り上が
りを見せました。
６年生にとっては、最後となる大
会であり、子どもたちの心に残る卒
業記念大会となったのではないでし
ょうか。昼食には、弥富特産のそば
も振舞われ、参加者からも大好評で
した。
弥富スポーツ少年団も目一杯奮闘
しましたが、惜しくも接戦を制する
ことができず、準決勝において、惜
敗となりました。目標の優勝には届
きませんでしたが、３位という立派
な成績を収めることができました。
おめでとうございます。試合結果は、
下記のとおりです。

「さあ、来るよ！」

３月９日（水）
、弥富公民館で今年
度最後のさつき学級（高齢者学級）
が開催され、 人の参加がありまし
た。
講師は山口新聞萩支局長の小林茂
幸さんで、「地域と新聞（記者）」と
いうテーマでご講演いただきました。
２３

地域を見守ることのできる新聞記
者を目指し実践しておられ、出会い
を大切にされていることが伝わって
きたお話で、学級生からも大変好評
でした。

講師の小林支局長さん

話を聞き入る参加者

閉講式で皆勤賞を受賞された皆さん。

品
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様
様
様
様
様

年度弥富さつき学級皆勤賞

最後に閉講式をおこない、皆勤賞
の方を表彰しました。来年度も多く
の参加者をお待ちしております。皆
勤賞を受けられた方は次のとおりで
す。

平成
（５人）
４区
６区
９区
区
区

２２

●試合結果
優 勝 明木バレーボール
スポーツ少年団
準優勝 むつみＪＶＣ
３ 位 弥富スポーツ少年団
３ 位 田万川スポーツ少年団Ｂ

～６年生からの一言～
「僕にとって最後となる、弥富大
会でした。ちょっと、悔しい気持ち
もあるけど、精一杯頑張っての３位
だったので良かったです。
」
弥富スポーツ少年団
大山恭吾 君（育英小６年）

１２ １２

最後はみんなで記念写真を撮りました！

け

し

かい

午後は萩城下の久保田家と田中邸
の古き雛たちを見学。久保田家では
長寿寺に伝わる隠れキリシタンのお
雛さま、久保田家ゆかりの芥子雛、鍵
まが

〈チャレンジ！〉

来年の検定目指して問題を解いて
みませんか？
今回出題された問題（３級）から
抜粋しています。

①次の―線の漢字の読みをひらがな
で記せ。
１ 工場の跡地に大学が誘致された
２ 愛用する辞典の改訂版が出た。
３ 両者が譲歩する必要がある。
４ 一族が暮らす墳墓の地に帰る。

（解答は、最後のページに掲載して
います。
）

③次の文にまちがって使われている
漢字が一字ある。正しい漢字に直
せ。
１ 地域住民からの情報定供がきっ
かけとなり、潜伏中の犯人が逮
捕された。
２ 招待された家の食卓には季節の
粗材を使った様々な料理が並ん
でいた。

②次の―線のカタカナを漢字に直せ。
１ 各界のチョメイ人が一堂に会し
た。
２ オウフクはがきで出欠を問う。
３ 文化財をホシュウする職業に就
く。
４ 遠来の使節を囲んでダンジョウ
する。
５ 重要なアンケンについて審議す
る。
６ ショコクを漫遊する旅に出た。
７ バンサク尽きて降参する。

１月 日（土）に弥富公民館で行
５ 早朝の池畔を愛犬と散歩する。
われた『日本漢字能力検定』の合否
６ 朱塗りの盆に菓子を盛る。
が発表され、見事、 名の方が合格
７ 人権擁護を掲げる団体だ。
されました！おめでとうございます。
中でも満点賞の方が２名おられま
した。
来年度も引き続き、開催すること
としています。目標をもって、勉強
することはとても大切なことです。
次回も多くの方の受検をお待ちして
おります。
２９

★満点賞（２名）
級 谷 勇之介さん（青葉台）
級 廣兼 颯哉さん（青葉台）

３２

笠山群生林と萩城下の古き雛たち

３月６日（日）まだ肌寒さを感じ
る中、椿見どころ案内人の説明を受
けながら、笠山にある約２万５千本
の自生しているやぶ椿を見学しまし
た。
「笠山は、藩政時代には萩城の北
東 鬼(門 に)あたるので、藩が笠山の
樹木や鳥獣の捕獲を禁止していたそ
うですが、その後雑木等を伐採除去
し、現在見られる立派な椿林が出来
上がったそうです。」 萩(・椿まつり
チラシより )
次に、梅林公園の色鮮やかな 本
の紅梅と白梅のいい香りを嗅ぎなが
ら小雨降る園内を散策しました。
梅をバックにシャッターを切る方も
おられました。

１０ １０

小雨の降る梅林公園で…

曲り近くにある田中邸は、藩政時代
の毛利筑前屋敷にあたります。歴史
を感じさせるお雛さまと、地元の
人々による手づくりのさげもんを楽
しむことができました。最後に県立
萩美術館を見学。三輪休雪の陶芸は
エロスを感じ、浮世絵は色使いの美
しさと当時の女性の出で立ちを見る
ことができました。
まだ、たくさんの萩の良さを知り
つくしていませんが、維新が生んだ
萩の歴史・文化をもっと知りたいで
すね。
ずらっと並ぶ雛人形…素敵です。

３２０

椿林を歩く参加者たち

本校の児童は、陰日なたなく素直
で自然によく親しんでいます。そし
て、ボランティア活動にも進んで取
り組んでいます。
しかしその一方で、自力での判断
や行動、困難を克服するといった点
で課題があります。保護者は、思い
やりと感謝の心をもち、自他の生命
を大切にする人になってほしいとい
う願いを持っておられます。
こうした実態から本校では、道徳
教育の充実・ふるさとの自然や文化、
人の活用・暖かい環境づくりを通し
て、豊かな心を育てる教育を推進し
ています。特にこの２年間は、全て
の教育の基盤となる道徳教育を中心
に実践研究を進めてきました。
子どもたちは、感動を与えるあい
さつ・コミュニケーション能力・ボ
ランティアの継続を目指して取り組
んできました。
本年１月に文科省指定道徳教育研
究会発表会を須佐文化センターで開
催し、県下から多くの教職員、保護
者、地域の皆さまにも参観していた
だきました。
授業公開、道徳フォーラム、講演
会と中身の濃い発表会となりました。
多くの収穫を得ましたこと紙面をお
借りしてお礼申し上げます。

今、自分たちの住んでいる「ふる
さと須佐」が好きである、と感じて
いる子どもたちが増えてきています。
これからも家庭・地域社会はもち
ろん、関係機関との連携を深め、児
童の健全育成に努めていきます。

～須佐地域生徒指導
連絡協議会～

６年生の公開授業「ヘレン・ケラー」から考える…

恵

後日、希望の色のランドセルを
もらい大喜びで背負ってみる次男
をチラッと見る次女。またなにか
言うかな？と思ってみているとす
～っと風呂場へ。
「えらかったね」
と声を掛けるとギュッと抱きつい
てきた。
「なんなら（次女用の）ラ
ンドセル買う？」と聞くと「今更
いらないし～」と笑う。４人兄弟
の３番目。甘えたくても弟に邪魔
され、威張りたくても上から抑え
つけられなかなか素直になれず万
年反抗期。
私自身３人兄弟の真ん中で、ず
いぶん親を困らせたのであまり言
えないが、５年越しの反抗期、そ
ろそろ終わりにならないかしら…。
親になり 年目。４人の子ども
たちの限りない愛情要求？にあた
ふたしながらもいろんな人に助け
られここまできたが、先はまだ長
い…。
子どもたちよ、お手柔らかに！

放課後子ども教室
スタッフ 中 村

今年、我が家はＷ入学。
ある日、下の子のランドセルの話
になり、
「今回は、買ったほうがいい
かな」と話していると、側にいた次
女が、
「ずるい！なんで私の時は姉ち
ゃんので、今回は買うん！」と猛反
撃。
我が家は、子どもが４人。長女の
ランドセルがきれいな状態だったの
で承諾を得たうえで次女が使用。今
回も長男のが使えればと思ったが、
状態や体型の違いもあり少々無理か
な…と。
日頃から感情をうまく伝えられな
い自分に対し、甘え上手な３歳違い
の弟に対抗心バチバチの次女。弟が
新しいランドセルというのが気に入
らないらしい。いろいろ説明するが、
かたくなに反対。そこで、買う、買
わない、の最終判断を次女に任せる
ことにした。
もったいないが先に立ち、後々のこ
とを考えなかった自分の安易な行動
にも反省。しかし、決定権をもらい
満足したのか、次女が出した答えは、
「買っていいよ」
。

１５

アマチュアのスポーツ・文化・ボランティア・地域・指導活動などを行う５名以上の社会教育
関係団体を対象とします。
１、保険期間

２０１１年４月１日午前０時より、２０１２年３月３１日午後１２時まで

２、加入区分

Ａ 高校生以上の生徒、学生、社会人などの文化活動、ボランティア活動、地
域活動を行う団体（スポーツ、ダンス、踊りを行う団体を含む）
Ｂ ６５歳以上で構成された団体（ダンス、踊りを含む）
Ｃ 高校生以上の生徒、学生、社会人などのスポーツ活動を行う団体
（ダンス、踊りを含む）
Ｄ 危険度の高いスポーツを行う団体

３、掛

Ａ６００円 Ｂ８００円 Ｃ１，６００円 Ｄ９，０００円

金

４、そ の 他

「加入依頼書」は須佐公民館（６－２３１０）
・弥富公民館（８－２０４４）に
あります。詳細については各公民館へお問い合せ下さい。

春の浜辺を歩くと、ワカメのれ
んがあっちこっちで見かけられる
ようになり、浜一帯はワカメのい
い匂いが漂います。天然ワカメな
らの風物詩です。今回は、地元産
のワカメを利用したふりかけを作
ってみましょう。

■材料
乾燥ワカメ １００ｇ
チリメンジャコ １００ｇ
いりゴマ 大さじ２杯
サラダ油大さじ１杯
砂糖大さじ２杯
みりん少々
酒少々

■作り方
①乾燥ワカメを細かく刻む。
②熱したフライパンに、サラダ油
１杯、きざみわかめ、チリメンジ
ャコを入れて炒める。
③砂糖、みりん、酒を加えて味を
つける。
④火からおろして、いりゴマを全
体に振り掛ける。
⑤冷蔵庫に入れておくと保存がで
きる。

おにぎりにして、お弁当に入れ
たら、子どもにも喜ばれそうです
ね。

私たち須佐婦人会は、会員
の地位向上、生活の合理化、
各地区相互の親睦を図ること
を 目 的 とし て 活 動し てい ま
す。主な事業として
・暮らしの教室
・施設訪問
・趣味グループの推進
・育英小登校時の立硝
・地下道清掃

・須佐公民館、保健
センター周辺の草取り
・共同募金への協力
・各地域行事への参加
安心安全のまちづくり
と、地域の活性化のため
に、会員一体となって取
り組んでおります。
一人でも多くの加入と、
ご協力をよろしくお願い
します。
○連絡先
笠内栄子（上三原）
℡６―３７３３

靴ひもを結び直して春の山

（青葉台） 津守モト子

（横屋丁） 茂刈富江

〈俳 句〉

まなうらに祖父の後ろで麦を踏む

（山根丁東） 仁保逸朗

（青葉台） 江川文子

青春の思い閉じ込め閉校す

羽ばたきと想いあふるる閉校式

（青葉台） 津守マキ子

（上三原） 村岡万子

鶯に誘われ口笛ふいてみる

（６ 区） 立野イネ子

引き上げてなお花咲かす大根かな

友逝けり風呂敷カバンを思い出す

（１ 区） 石川崇子

（まてかた） 山崎 尚

青木の実雪の日は尚鮮やかに

（１ 区） 福嶋文江

春ごたつ茶飲み話が根を生やす

いさぎ良く落ちて地を染む椿かな

春来たと告ぐるが如く庭の辺に
紅梅白梅咲きそめにけり

学問の神と敬ふ天満宮
合格祈願の人絶え間なき

薬師事の功徳授かる願わくと
念珠手に掛け霊場巡る

（１ 区） 福嶋文江

（本町上） 岩本美子

（１ 区） 石川崇子

（青葉台） 田村雅利

〈短 歌〉

豪雪の重い雪にも絶えしのぐ
水仙芽ぶき春の訪れ

のびのび教室「お花見とピザづくり」（久原園地）

※（公）
地域内小・中学校始業式、入学式

※（図）

②
１
２
３
４
５
６
７

※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
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（Ｈ２３．２月末現在）

３月 日に中学校の卒業式を
迎え、６年間の義務教育を無事に
終えた次男。高校受験も「桜咲く」
でほっと一息ついたと思ったら、
入学準備に追われる日々。
一つのことが済めばまた次が…
と、私たちはいつも何かで悩んだ
り、苦しんだり、喜んだり、心休
むことなく毎日を過ごしている。
それが人間の宿命なら、それを
お も しろ おか しく 過ご す努 力 が
必要だと思う。
一度きりの人生だから…
編集者 Ｏ・Ｅ

※（公）

１０

昭和の日

著名
往復
補修
談笑
案件
諸国
万策

※（公）

ゆうち
かいてい
じょうほ
ふんぼ
ちはん
しゅぬ
ようご

※（図）

①
１
２
３
４
５
６
７

※（公）

③
１ 定→提
２ 粗→素

色えんぴつ画教室

長年の子ど
も会活動にお
ける功績が認
められ今回の
受賞となりま
した。おめで
とうございま
す。

世帯数
人口
前月比
１，１７５戸 ２，５３３人 （－１０人）
２９８戸
６７４人 （－３人）
１，４７３戸 ３，２２０人 （ －１３人）

須佐
弥富
合計

５０

※（図）

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

曜
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
火
水
木
金
土

行

事

内

容

３月５日（土）山口県子ども会連
合会創立 周年記念式典において、
●須佐あおば勉強室「山菜摘みと
弥富地区子ども会育成連絡協議会長
料理教室」
の波田富男さんが山口県子ども会連
○と き ３月 日（木）
合会表彰を、奥様の波田静江さんに
午前９時
感謝状が授与されました。
～午後１時
○ところ 須佐公民館
○対 象 須佐地区の一般成人
○持ち物 エプロン・三角巾など
○申込み ３月 日（火）までに
須佐公民館へ
○その他 詳細については回覧等
の案内チラシで確認してください。

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

場所＝弥富体育館

２４

２２

３月２７日（日）午前９時
開会

