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恒例の「のびのび教室『スキー教
室』
」が１月 日（日）に行われ、
人が参加し、やはたハイランド１９
１リゾートでスキーやソリ遊びを楽
しんできました。
スキー教室の指導をいただいたの
は、須佐中学校の磯野朋子先生、川
上中学校の渡邊淳子先生、本町下の
伊藤達也さんの３人。
今年は、例年になく大雪に見舞わ
れ、スキー場に近づくにつれ、道路
脇はバスの高さぐらいに雪の壁で覆
われていました。
３０

スキー場では、帰るまで雪がずっ
と降っていましたが、参加者は時間
いっぱいスキーやソリ遊びを楽しん
でいました。

２月６日（日）
、サン・ビレッジ浜
田で恒例の「体力つくりスケートツ
アー」が、須佐スポーツ振興会弥富
支部（会長＝波田富男）の主催で開
催されました。
参加者は、保育園児から一般まで
の 人で、中には初めてリンクに立
つ親子もいました。
数分の指導で上達し、みんなと一
緒に思い思いの滑りに心地よい汗を
流していました。

また、今年は少年スケーターによ
る模範演技もあり、華麗な２回転ジ
ャンプに盛んな拍手がおくられてい
ました。
最後に、リンク中央で記念撮影を
して帰路につきました。皆さんお疲
れさまでした。来年も是非、参加し
てください。

最後にリンクの上で記念撮影！

講師の先生から指導を受けている様子
スキーもソリ遊びも楽しそう…

２３
スキー板を履くのも一苦労…「うんしょ！」

２６

みんなとっても上手にすべっていました。

最初に、おことわり
初場所を終了し、今回初めて帰省
された藤山君に自宅でインタビュー
させて頂きました。この時点では、
一部の関取による不祥事事件が発覚
前でした。その陰で将来の関取を目
指し一生懸命頑張っている力士がい
ます。あえて今回、応援の意を込め
まして掲載させていただきました。

昨年春、相撲界をめざして上京し
た藤山駿君（大翔灘）が初場所を終
え１年ぶりに帰郷されました。
藤山君は、昨年高校を卒業と同時
に、追手風部屋（黒海関を筆頭に 人
の力士）に入門、大阪場所（３月）
で初土俵を踏み、六場所勝負の世界
で頑張っています。今年の初場所は
６勝１敗で勝越しました。

（
インタビュー）
○相撲の印象はどうですか？
もともと格闘技が好きで、高校時代

１６

は柔道をしていました。相撲は柔道
と身体の使い方が全然違うので本当
に楽しいし面白いです。
○相撲をやることで自分自身何か変
わりましたか？
高校生までは家族の者が色々世話
をしてくれていましたが、今は自分
のことは自分でやらなければならな
いし、兄弟子の世話もしなければな
らない。今まで家族に頼ってばかり
だった。今家族の者のありがたさが
分かり本当に感謝しています。
○今まで辛かったことは？
ケガ（膝を痛めた）をして負け越
したことくらいで、特には今のとこ
ろありません。
○部屋の雰囲気はどうですか？
稽古は、部屋の中でも結構厳しい
部類に入るみたいですが、練習が終
わると親方も兄弟子たちも非常にや
さしくフレンドリー（友達感覚）な
感じです。黒海関（前頭）もやさし
くしてくれます。
○食事はどうなっていますか？
食事は、正午と午後６時の２回だ
けです。ちゃんこ（お相撲さんが食
べる料理すべての総称だそうです）
も作ります。今 人の力士がおり、
１回に炊く米の量は４升です。２回
の食事で足らない分は、それぞれが
１６

買い込んで食べているみたいです。
○体重をもっと増やさないの？
今、身長１８２㎝、体重は１４０
㎏を切っていますが、体重を増やす
と逆に、膝などの故障につながるの
で、あまり体重は増やせない。横綱
白鵬などは、筋肉の上に脂肪を張っ
てる状態で筋力を付ける事も必要で
す。
○場所中の取組みは何時から…？
まだ下っ端ですので、８時 分か
ら取組みが始まり、自分の出番は９
時過ぎになります。場所中は、午前
５時 分の起床という日程です。日
頃は、もっと遅い時間に起きていま
すが…。
○得意な取組みはなんですか？
やはり４つ相撲で右４つが得意で
す。右４つから次の戦法が次々考え
られます。今は徐々に相撲の型が分
かるようになったので面白いです。
○相撲を続ける中で、今後の目標はど
の辺に定めていますか？
目標は、やはり幕内です。幕内ま
で、こつこつ頑張っても４年くらい
かかりそうですがとにかく、怪我を
しないよう頑張りたいと思います。
○ちなみに生活費は…？
関取（十両以上）になると毎月給
金がもらえます。それまでは、番付
により手当てが支給されます。今一
場所で８万円（序二段）もらってい
ます。奇数月に場所が開催されるの
で、月平均だと４万円になります。
食事や住む所は部屋が用意してくれ
ますので、小遣い程度ですみます。
３０

４０

○須佐のみなさんに伝えたいことが
ありますか？
まだまだ序二段駆け出しなので、ケ
ガをしないように一歩ずつ前に進み、
一日も早く関取（十両以上）になれる
よう頑張りたいと思いますので、みな
さんのご声援をよろしくお願いします。
■インタビューを終えて
須佐地域で、今まで相撲界に入門し
たという話は聞いたことがありません。
そんな中、藤山君は国技である相撲と
いうプロの世界を目指して歩み始めま
した。まだ、１年ばかりの武者修行中
ではありますが、つぶらな眼差しから
は、更なる強さを求める気迫を感じる
ことができました。帰りがけに「関取
になったら化粧まわしがいるねぇ～、
その時には、やっぱり絵柄はホルンフ
ェルスかねぇ～」と問いかけると笑っ
ていました。
今相撲界は、存続の危機的な状態で、
世間の風当たりも非常に厳しいものが
ありますが、逆境にめげず、藤山君に
は一歩ずつ前進し、是非とも須佐地域
初めての関取の誕生をみなさんと一緒
に応援していきたいものです。
「頑張れ 大翔灘！」
（写真は、青葉台の自宅で撮影）
■相撲一口メモ
○番付 上位から横綱・大関・関脇・
小結・前頭・十両・幕下・三段目・二
段目・序の口となります。
○幕内 横綱～前頭を言います。
○関取 横綱～十両までを言います。
十両以上から給金が支給されます。

１月 日（火）
、須佐公民館でさつ
き学級を開催しました。
今回は、講師に萩公証役場公証人
松田謙太郎さんを迎え、
『遺言書の書
き方講座』という演題でお話をして
いただきました。
２５

さすが公証人の松田さん。おもしろい口調で参加者の目を引きつけていました。

いっぺん

一片かわった講座に、 人が参加
し、質問を交えながら、主に自筆で
書く遺言書の書き方を学びました。
遺言書を書く前には、必ず自分の
財産目録をつくっておくこと。また、
残された家族一人一人の幸せを考え
ながら書くことがよいということも
大切なことだとお話しされました。
《参加者からの声》
「遺言書を残すことが、あとに残っ
た家族にとり、いかに大切なものか
がよく分かった。大変参考になりま
した。
」
（ 代 男性）
「遺言に対する考え方が、やはり自
分の考えていたこととほぼ同じで、
今後の生活するひとつの目標が見え
てきた思いです。ありがとうござい
ました。
（ 代 女性）
「分かりやすい話し方でよかったで
す。
『相続は争族にならないように』
」
（ 代 女性）
「残す物はたいしてないけど、残さ
れた者が困らないように考えなけれ
ばと改めて感じました。
」
（ 代 女性）

２月１日（火）須佐老人憩いの家
で、須佐あおば勉強室『体をほぐす
楽々体操』が開催されました。
日頃使わない筋肉を軽いストレッ
チで補い、転倒などを防ごうという
ものです。
講師は、須佐総合事務所市民窓口
部門、総括補佐の杉山惠美子さん。

指導する杉山さんと、ストレッチ運動に臨む参加者…皆さん、柔らかいですね。

２４

参加者の皆さんには、遺言書の必
要性が充分伝わった講座となったよ
うです。

最初に、参加者の筋力がどのくら
い落ちているか、７つの質問でチェ
ックしたあと、片足でのバランスと
りや、やわらかいボールを使ったス
トレッチなど、身体全体の筋力をほ
ぐす運動を行いました。
さて、皆さんの筋力はどのくらい
あるか、左記のチェック項目で確認
してみましょう！

腕の筋力アップ運動

《チェック項目》
①家の中でつまずきますか？
②何も持たずに階段を上がれます
か？
③片足で立って靴下がはけますか？
④布団の上げ下げが苦痛になりまし
たか？
⑤２㎏ぐらいの買い物袋を持って歩
くのがつらいですか？
⑥ 分くらい続けて歩けますか？
⑦横断歩道を青で渡りきれますか？

１５

８０

６０

６０

６０

武田先生のお話を聞く須佐中学校の生徒

前半は、生徒と一緒に心のコミュ
ニケーションの仕方について、後半
は保護者と地域の方だけで、子ども
たちの心の健康、不健康について理
解しながら、親子関係のあり方を考
えさせられた講演でした。
とてもいいお話でしたが、保護者
の参加が少なかったことがとても残
念に思いました。

須佐スポーツ振興会では、毎年ニュ
ースポーツの研修会を開催していま
す。
今年は弥富支部引受けで１月 日
（日）弥富交流促進センターで『タ
スポニー』の研修を会員 人の参加
で行いました。

『タスポニー』とは…

２２

１６

ｃｍのスポンジボールを素
手で打ち合うテニス式のスポー
ツで、バドミントンのコートに
ｃｍの高さのネットを張って
競技します。
リハビリ用のスポンジボール
を手で打っていたことから考案
されたスポーツで、コートも比
較的省スペースでできます。
ゲームは、１対１のシングル
ス（男・女）と２対２のダブル
ス（男・女）
、混合ダブルスがあり、
中央に貼ったネットを挟んでボ
ールを素手で打ち合う（右手、
左手、手の平や甲を使う）手軽
なスポーツです。
また、ボールもスポンジでで
きているので、比較的安全に楽
しむことができます。

１０

研修会では、参加者を２人１組の
チームに分け実戦形式で競技実習
を行いました。
『タスポニー』のボールは須佐ス
ポーツ振興会事務局（須佐、弥富の
各公民館）にありますので詳細をお
知りになりたい方は、ご連絡下さい。

サーブが結構難しいようです。

楽しんで研修する振興会会員

１７

７０

臨床心理士の武田先生
真剣な表情で聞く保護者と地域の方

１月 日（水）の午後、須佐中学
校で子育て講演会が開催されました。
生徒の授業が参観できる、午前中
のオープンスクールに引き続いての
講演で、講師の臨床心理士、武田朋
昭先生をお迎えし『ハート ハート』
という演題で心のお話をいただきま
した。
武田先生は、スクールカウンセラ
ーとしても定期的に須佐中学校へ通
っておられます。話の間に笑いをと
りながら、聞く側の心をがっちりと
掴むところは先生の人柄のよさが伺
えました。
２６

to

に打ち返し、いかに痛くとも、きつ
く息切れがしても、途中でやめたり
休んだりするな、努力は続けること
だと励まし続けました。
平成９年 月、胃がん手術後辞任
いたしましたが、この間、奈古高、
萩市立須佐中学校 ＰＴＡ会長 山本昌男
萩商高、萩高の剣道部に須佐少年剣
友会の教え子が、毎年多数、各高校
の選手となって試合に出場している
私には中学２年生と小学４年生
という知らせに接し、基本を正しく
になる２人の男の子がいます。
は厳しいものでした。
指導した結果と思い、大変うれしく
おかげで健康に育っています。
父自身、幼い頃父親を亡くして
思ったこともなつかしい思い出とし
幼い頃気になっていた兄弟ゲンカ
おりますので、若い頃からの大人
て残っています。これも、剣道を取
も、年が離れているせいかほとんど
との付き合いの中で社会の厳しさ
り入れてくださった先生方、剣友会
なく、家族平穏に過ごしております。 を実感してきたのでしょう。
創立の同士をはじめ、会員の保護者
また、上の子は、さすがに中学２
私自身、父と同じように時折ス
の皆様方が子どもたちに対し熱心に
年生ともなると体力もつき、草刈り
イッチが入ります。仕事柄、○○
ご協力をいただいたおかげと感謝し、 や雪かきなどでは即戦力となり、頼
日までに草刈りを。○○時までに
厚くお礼申し上げます。
もしく感じます。
雪かきを。という時間との戦いの
確かに子どもですから、「○○し
中で、ついつい子どもに期待して
ろ」と言わなければ側でぼーっと見
しまうのです。「ダラダラするな！」
ているか、遊んでいるだけですが、
「丁寧にしろ！」
「もっと気を利か
１月 日（土）に弥富公民館で『日
やりはじめると体力・持久力は大人
せろ！」と怒鳴ってしまいます。
本漢字能力検定』が実施されました。 並で、ほんとに頼りになります。
下の子などは、それはもう真剣
当日は、数日来の寒波で時折小雪が
子どもと接する時、いつも思い出
な顔つきで与えられた仕事をこな
舞う中、昨年の 人を上回る 人が
すのは自分自身が子どもだった頃。
してくれます。そして仕事が終わ
受験されました。
特に父に対する思いがよみがえって
った時、
「終わった～。
」と何とも
また今回は、最上級の２級、準２
きます。
言えない、いい笑顔をしてくれま
級への挑戦者が増えたことや、学校
私は幼い頃養子に来ました。とは
す。
（上の子は思春期のせいか無
に先生方にも一般や児童生徒ととも
いっても真の親子以上に親子関係が
表情。
）
に参加いただき、生涯学習への意欲
保てたと思っておりますが、時折父
こうやって振り返ってみますと、
ひととき
に
は
ス
イ
ッ
チ
が
入
る
の
で
す
。
仕事的にも精神的にも子どもに助
そのスイッチというのは、親子の
けられていることが多くあること
間柄ではなく、まるで大人の関係と
に気がつきました。
いうか、師弟関係というか、上司と
子どもたちよ、これからもお父
部下の関係というか、
「子どもにそこ
さんをよろしくお願いします。
まで求めなくても」と思うほどそれ
２９

１１

３９

がうかがえる一時となりました。
なお、検定の結果は次回、公民館
だより３月号にて合格者のみ名前を
発表いたします。お楽しみに！
来年度も多くの皆さんのチャレン
ジをお待ちしています。

３４

岩本正一さん
（本町上）

【喜びの言葉】
昭和 年から、弥富中学校の剣道
部を皮切りに、須佐中学校、須佐少
年剣友会の指導者としてボランティ
アで引き受けをしました。
私の剣道指導は、忍耐と努力をモ
ットーにしており、打たれたらすぐ
３０

みなさんこんにちわ、須
佐スポーツ振興会です。
私たち須佐スポーツ振興会
は須佐、弥富地区にそれぞれ
支部を置き、
伊原弘志会長
（須
佐支部長）、波田富男副会長
（弥富支部長）
を中心に、
様々
なスポーツ経験をしてきた会
員が、スポーツを通して、よ
り健康的な暮らしができるよ
う、普及・啓発の活動を行っ
ています。
みなさんご存知の、各地区
で 開 催 され る ス ポー ツ大 会
や、今年度３年ぶりに開催さ
れた駅伝大会の運営をしてい
ます。
近年、運動不足や
ストレスから体調を崩す
ことも多くなっているの
で、まずは自分のできるス
ポーツをして汗を流してみ
てはいかがでしょうか。
現在、須佐スポーツ振興
会では入会者を募集してい
ます。
今までのスポーツ経験を
生かして、一緒に須佐地域
のスポーツの普及活動をし
てみませんか。
入会希望の方や詳細を知
りたい方は、須佐スポーツ
振興会事務局（須佐公民館
または弥富公民館）へご連
絡下さい。

〈俳 句〉

（まてかた） 山崎 尚

薄く濃く色こき混ぜて木の芽ふく （山根丁東） 仁保逸朗

大寒や魚は旨い酒もまた

年賀状孫の字葉書よりあふれ

潮の香も添えて水仙貰いくる

いぬふぐり日差し一杯ほうばりし

春満月ピタピタはたく化粧水

顔見えず帽子にマスクと無礼講

（１ 区） 石川崇子

（青葉台） 津守マキ子

（青葉台） 津守モト子

（上三原） 村岡万子

（横屋丁） 茂刈富江

（浦 西） 林 竹子

ここですよ居どころ知らせ梅の香で （青葉台） 江川文子

やぶ椿時にあらずと葉にかくれ

（６ 区） 立野イネ子

さざん か

風なきに散る山茶花や音もなし

〈短 歌〉

ピンクの花を一斉に開くカニサボテンは
百余の龍の舞い立つ如し
（本町上） 岩本美子

（１ 区） 石川崇子

なが

去年の雪引きづり乍ら年新
兔が福の神つれて来る

（青葉台） 田村雅利

こ ぞ

傘もなしそぼ降る雨に濡れながら
師走の砌り家路を急ぐ

※（公）
あおば勉強室「室内風船バレー」

※（図）
第９回スポーツ少年団卒業記念バレーボール大会ＩＮ弥富

色えんぴつ画教室 ・ 歴史勉強会

須佐中卒業式

※（公）

春分の日
歴史勉強会

※（公）

小・中学校終了式

※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。

２月３日は「節分」でした。子
どもの頃は、
「鬼は外！福は内！」
と 言 いな がら フラ イパ ンで 炒 っ
た大豆をまいていましたが、最近
は便利なもので、まいても後片づ
け が しや すい よう に袋 入り の 柔
ら か く加 工し てい る節 分豆 が 売
られていたり、子どもが大きくな
る と 豆ま きも しな くな ると い う
家庭も増えているようです。昔か
ら の 季節 の行 事は 子ど もた ち に
体験させ、次の世代へずっと続け
てほしいものですね。
編集者 Ｏ・Ｅ

ソフトバレーボール弥富大会

世界寺子屋運動の一環として、教育の
機会に恵まれない方への支援に役立
てるものです。
★回収ボックス設置場所
各公民館窓口
皆さんのご協力をお願いします。
育英小・弥富小卒業式
須佐保・弥富保卒園式

～山口県公民館報コンクール～

歴史勉強会

第３回全国コンクールに引き続き
「平成 年度山口県公民館報コンク
ール」において、２度目の「会長賞」
を受賞しました。今年に入って吉報
が続き、幸先いいスタートをきりま
した。
公民館では『笑顔』をモットーに、
地域の皆様のよりどころとして、今
年も精一杯努力いたします。皆様の
ご協力をお願いいたします。

須佐地域の人口（Ｈ２３．１月末現在）

●第９回スポーツ少年団卒業記念
バレーボール大会 弥富
○と き ３月６日（日）
午前９時開会
○ところ 弥富体育館・弥小体育
館

●ソフトバレーボール弥富大会
○と き ３月 日（日）
午前９時開会
○ところ 弥富体育館・弥小体育
館
※右記の２大会の詳細については、
弥富公民館までお問い合せください。
★広報紙問い合わせ先
○須佐公民館 ６―２３１０
○弥富公民館 ８―２０４４

世帯数
人口
前月比
１，１８０戸 ２，５４３人 （－５人）
２９９戸
６７７人 （±０人）
１，４７９戸 ３，２２０人 （－５人）

須佐
弥富
合計

２２

容
内
事
行

エンジョイグラウンドゴルフ大会

※（図）

歴史勉強会

※（公）

※（図）

曜
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
火
水
木

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

２月２０日（日）午前７時３０分に
須佐公民館を出発しますので、申込
者は早めに集合してください。
ＩＮ

２７

