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３４

２７

２４

（一般男子の部）
１位 すさ苑ダイオンズ
（ 分 秒）
２位 須佐自動車整備工場
（ 分 秒）
３位 須佐中のおじさん達
（ 分 秒）

３２

３２

３０

２７

２３

２２

２１

１２

２４

４９

４４

１６

１３

００

３７

４６

【区間新記録】
（２部 中学校男子の部）
１区 隅野恭平 ８分 秒
（田万川中トリプルＡ）
３区 澄川琳太郎 ６分 秒
（田万川中ＡＡＡ）
（２部 中学生女子の部）
１区 岩本奈津子 ８分 秒
（Ｍｉｌｋｙ☆）
２区 安江彩夏 ７分 秒

月 日（金）須佐公民館で『園
芸教室』が開催されました。
講師は、萩市花と緑のまちづくり
推進協議会会長の水津武さん。園芸
教室では毎回お世話になっていて、
須佐地域では顔なじみの先生です。
今回は、普段自宅で園芸を楽しん
でいる参加者 人の皆さんからの質
問を、水津先生が補足しながら説明
するという参加型の教室で、多くの
質問が飛び交っていました。また、
後半は恒例の鉢植え作業を行い、大
変充実した教室となりました。
来年は「コケ玉づくりをしたい！」
との要望もあり、来年も園芸教室に
花が咲きそうです。

２０

【２部】

４１

（中学生男子の部）
１位 田万川中トリプルＡ
☆大会新（２６分４０秒）
２位 田万川中チームまゆゆ
（ 分 秒）
３位 田万川中ホープス
（ 分 秒）
（中学生女子の部）
１位 Ｄｒｅａｍ
☆大会新（ 分 秒）
２位 Ｍｉｌｋｙ☆
（ 分 秒）
３位 須佐中シリコンバレエズ
（ 分 秒）
（一般男子の部）
１位 田万川走友会（Ｃチーム）
（ 分 秒）
※以下参加チームなし
３４

（Ｄｒｅａｍ）

水津 武さん

スタートの様子…はりきっていくぞ！

１９

なお、この大会で２チームが、ま
た４区間で記録が更新されました。
選手の皆さん、スタッフ、応援し
ていただいた皆さん、ありがとうご
ざいました。

５９

１２

１６

満面の笑顔でゴール！

～参加者の声～
「初めての参加でしたが、とても気
持ちよく須佐路を走り抜くことがで
きました。お世話になりました。
」
澄川琳太郎（田万川中ＡＡＡ）

２３

１５

◆大会結果

２３

５３

１２

４８

【１部】
（小学生男子の部）
１位 弥富スポーツ少年団
（ 分 秒）
２位 育英スポーツ少年団Ｂ
（ 分 秒）
３位 育英スポーツ少年団Ａ
（ 分 秒）
２４

２２

師走の年の暮れ迫る
月
日
（日）
、
『第 回須佐駅伝大会』
（主催
＝須佐スポーツ振興会）が盛大に開
催されました。
昨年、一昨年は悪天候とインフル
エンザの流行でやむを得ず中止とな
りましたが、今年は天候にも恵まれ
３年ぶりの大会となりました。
今回は田万川地域からの参加もあ
り、総勢 チーム、１７０人の選手
が須佐路を走り抜きました。
大会は１部（５・５㎞）と２部（８
㎞）に分かれて行い、１部 チーム、
２部 チームがそれぞれ優勝を目指
しました。
１８

１２

１０

月 日（土）、須佐保健センタ
ーで乳幼児を持つ親子６組が集まり、
「クリスマス会」が行われました。
このクリスマス会は、萩市保健推
進協議会須佐支部の皆さんが、毎回
趣向を凝らして子どもたちのために
開催しています。
参加した子どもたちは、ツリーに
飾りをつけたり、ハンドベルの演奏
に合わせて踊ったり、お母さんと一
緒にサンドイッチ用のパンでケーキ
づくりをしたり、とっても楽しそう
でした。
１２

１１

ふえ鬼ごっこをする弥富っ子、みんな元気いっぱい！

毎年恒例のしめ縄教室が、 月
日（月）に弥富交流促進センターで
行われました。

２７

１２

小学生を対象に伝統文化の継承と
地域の方々との交流を深めることを
目的に、地元の老人クラブの皆さん
にご指導いただいています。初めて
しめ縄に挑戦する子も手取り足取り
教えていただきながら、上手に縄を
なうことができました。
ご指導いただきました老人クラブ
の皆さん、ありがとうございました。

最初の難関、縄ない

シダのつけ方を学んでいる様子

鬼だ！いくぞー！

デコレーションす
る子どもたちの顔
は、笑顔でいっぱ
い！
おいしそう～

足元のあまり良くない寒い日でし
たが、元気一杯走り回りました。せ
んごくドッヂは、室内で行いました。
年齢により、歩ける歩数に制限を設
けてのハンデ戦でしたが、やっぱり
中学生が強かったようです。
運動した後は、人気のあるケーキ
づくり。みんな上手に、デコレーシ
ョンを楽しんでいました。
出来上がったケ
ーキは、今年も最
高でした！

月 日（木）
、弥富地区子ども会
育成連絡協議会による、子ども大会
が開催されました。
弥富地区の小・中学生が自分たち
で企画するこの大会。今回は、ふえ
おに、せんごくドッヂ、ケーキづく
りをすることとなりました。
ふえおには、オニがどんどん増え
ていく鬼ごっこで、弥富グラウンド
全面を使って行いました。
１２

２３

２０

式典終了後は、記念写真を撮り、
久しぶりに再会した友達と肩寄せ合
いながら語り合い、自分の夢を託し
た鳥の風船を飛ばして、 歳になっ
た喜びを噛みしめていました。

「はたちの広場」で友達とくつろぐ姿が…
「夢」を託した風船を飛ばす新成人

１１

誓いの言葉を述べる品川さん（左）と佐々木さん

新しい年を迎えた１月２日（日）、
新成人の門出を祝う式典が萩市民館
で開催されました。
須佐地域では、男子 人、女子
人の計 人が大人の仲間入り。うち
男子５人、女子４人が式典に出席し
ました。
１１

式典では、萩市長が式辞を、萩市
議会議長が祝辞を述べたあと、新成
人代表者が記念品を受け取り、須佐
出身の品川直輝（帆柱）さんと福栄
の佐々木香織さんが「誓いの言葉」
を述べました。

毎年恒例となった「七草がゆづく
り」が年の明けた１月７日（金）
、須
佐公民館で行われました。
まずは、メインとなる七草を探し
に行く予定だったのですが、朝から
雪が降り続き残念ながら取りに行く
ことができませんでした。
七草（すずな、すずしろ、せり、
なずな、ごぎょう、はこべら、ほと
けのざ）はお店で買ったのと家庭で
育てている野菜を使って七草がゆを
つくりました。
子どもたちは、お米をといだり野
菜を切ったり、みんなで協力しなが
ら手際よくつくっていました。

七草を上手に刻んでいます。

つくった後は早速試食。苦労して
つくった七草がゆはとってもおいし
かったようです。何杯もお代わりし
ていました。七草がゆは無病息災、
また疲れた胃にも効果があるようで
す。
今年も元気に過ごせそうですね。

「いただきまーす！」
おわんにほおばりつ
いて食べました。

２２

七草をサッと茹でてあくぬきしたところ

須佐地域生徒指導推進協議会は、
地域内の保・小・中学校と各種団体
が一堂に集い、子どもたちの健全育
成を目指して活動しています。
協議会では、年４回の会議をとお
して子どもたちの保・小・中学校の
現状、長期休業中の生活指導等に関
わる情報交換を主として行っていま
す。
推進だより一回目は、須佐中学校
の取り組みを紹介します。各家庭で
参考にしてください。
＊ ＊ ＊
本校の生徒は明るく活動的で、生
徒会等が中心となって、毎日のあい
さつ運動をはじめ、体育祭や文化祭
などの学校行事やボランティア活動
に積極的に取り組むなど、学校生活
の充実に努めています。反面、一部
ではありますが、ルールやきまりを
きちんと守ることや授業に集中して
取り組むことができない場面が見受
けられるなどの課題があります。
学校では、こうした課題に対して、
家庭との連携を十分にとりながら、
自らが善悪を正しく判断し、責任あ
る行動をとることができるなど、中
学生としての望ましいあり方・生き
方が身に付くよう粘り強く指導して
いるところです。
２０

萩市立弥富小学校
教諭 山村麿裕

萩にやって来て、気づけば６年。
そして弥富小学校に赴任して３年が
経ちます。
萩にはたくさんの歴史と文化があ
り、自分の足でいろいろと回りまし
た。特に弥富地区は地域のつながり
が深く、地域の方や保護者から弥富
のことをいろいろ教えていただくこ
とができます。話を聞くだけで子ど
も以上に自分がワクワクし、地域に
はたくさんの歴史と文化が詰まって
いることを実感します。
とりわけ、思春期における課題は
通勤中でも小さな石碑があると車
想像以上に多岐にわたっており、学
を止めてみたり、地図を見ては回り
校の指導・対応だけでは難しいこと
道をして帰ってみたり、他の先生と
も多く、引き続き地域の方々や関係
一緒に平山の塚のある桜や馬取分校
者のお力添えをいただきながら指導
跡まで行ったこともありました。そ
の充実に努めてまいりたいと考えて
の土地の生活を想像したり、 年前、
います。
年前、そのもっと前はどうだった
今後とも、本校の生徒を厳しくも
のだろうと思いを馳（は）せたりす
温かく見守っていただきたいと思い
るだけで、不思議な気持ちになりま
ますし、気になる場面等を見かけら
す。
れたら一声かけていただくとともに、
小学校の頃、私の両親は学校で学
学校へもお知らせくださるようよろ
習したこと、特に大好きな社会科の
しくお願いいたします。
話を家で話すと、関連のある場所へ
連れて行ってくれました。私は下関
で育ったので、弥生時代の学習があ
～須佐地域生徒指導推進協議会～

昨年の体育祭での集合写真

１０

ると、ちょうどオープンしたばか
りの土井ヶ浜弥生パークへ、古墳
の学習をしたときには綾羅木郷古
墳へ、日清戦争の歴史をたどって
日清講和記念館を見に行ったこと
もありました。今思えば、机上の
学習だけでなく、本物を自分の目
で見て学ぶことの楽しさを両親が
教えてくれたのだと感じています。
弥富小では、保護者や地域の協
力もあって、子どもたちといろい
ろなところへ足を運ぶことができ
ました。
弥富地区には、私が生まれ育っ
たところとは違う自然があること
も素晴らしいなと感じています。
ヤギや羊、牛が当たり前のように
いて、ドジョウが泳ぐその自然に
触れることが、子どもたちを養っ
ていくものだと感じています。
先日、６年生の子どもたちと一
緒に唐津焼きをつくりました。陶
芸家の先生に教えていただきなが
らつくった経験は、ずっと心に残
ることでしょう。子どもたちには、
地域と関わり、歴史や文化、そし
て自然を、自分の目で見て感じて
学ぶことを大切にしてほしいと思
っています。

0

皆様、新年おめでとうございます。
平成 年の輝かしい新年を迎えら
れ謹んでお慶び申し上げます。
昨年のことになりますが、恒例の
一年間を代表する世相漢字に「暑」
が選ばれました。昨年の夏は記録的
な猛暑で人々の健康や生活、自然環
境に影響を与えました。南米のチリ
では落盤事故で地下７００ｍの暑い
中に閉じこめられた作業員が全員生
還したことも「暑」が選ばれた理由
に挙げられたそうです。清水寺奥の
院の舞台で「暑」を一気に書き上げ
た森清範貫主は「暑さで体を壊した
人も多く、皆、肉体的にも精神的に
も疲れた年だった」と語られました。
今年は、是非、良い年にして、明
るく、元気の出る世相漢字にしたい
ものです。今年の干支は「辛卯（か
のとう）」です。 支の４番目に数
えられる動物です。卯は、ウサギの
ことで、ウサギの習性は家族で行動
し、子を沢山増やします。ウサギの
ように家族が増えて家族の絆を強く
したいものです。また、ウサギは大
変跳躍力があります。ウサギ年に因
んで、大きく飛躍する年であります
よう願っています。
終わりに、須佐地域の皆様のご健
勝とご多幸をご祈念申し上げ、年頭
のご挨拶とさせていただきます。
２３

１２

新年明けましておめでとうござい
ます。新たな気持ちで新春を迎えら
れたことと思います。
昨年６月の生涯学習発表会では、
多くの皆様のご理解とご協力に支え
られ、開催できましたことに対し厚
くお礼申しあげます。
思えば、記念講演をお願いしてい
た吉川さんを迎えに宇部空港に行っ
た時のことです。吉川さんの乗って
いた飛行機が着陸しません。館内ア
ナウンスで、
「只今濃霧のため着陸が
困難となっています。
」２回着陸を試
みましたが着陸ができません。飛行
機は霧の宇部空港を後に福岡空港に
着陸しますとのこと。問題はこれか
らです。企画会社との連絡調整、吉
川さんとの連絡等、本当に弱りまし
たが、講演も 分の遅れで開催する
ことができました。携帯電話の便利
さに感謝し、これからも公民館が皆
様方の憩いの場所としてご利用でき
ますよう、職員一同お待ちしていま
す。
１５

「けんちん汁」の語源は、神奈川県
の建長寺の修行僧が作ったものに由
来している「建長汁」がなまって「け
んちん汁」になったと言われていま
す。山口県の郷土料理でもある「け
んちょう（けんちょろ）
」もこの流れ
だと思われます。
「けんちょろ」の汁
仕立てが、
「けんちん汁」です。もと
もとは、精進料理ですので、肉など
の動物性タンパク質は使いませんが、
最近では肉類も使用しています。寒

い冬には心底温まる汁物はいかが
ですか。

■材 料（４人分）
豚肉１５０ｇ
大根 本
人参 本 ごぼう 本
しいたけ１枚 さといも２個
油あげ１丁
豆腐 丁
こんにゃく 丁
昆布だし５カップ
ゆず皮少々
ゴマ油大さじ１杯
酢少々
味噌適量
醤油少々

１／２

１／２

１／４

１／２

■作り方
① 豚薄切肉は、一口大に切る。大根、
人参は５㎜のイチョウ切り、ごぼ
うは皮を剥き、ささがきにして酢
水にさらし、里芋は、皮を剥いて
１㎝の輪切りにし、塩で揉んでぬ
めりを取り下ゆでしておく。
② こんにゃくは、半分に切って、
５㎜の小口切り、豆腐はふきんに
包んで水気を切っておく。
③ しいたけは小房にわけ、油あげ
は熱湯をかけ油抜きをし細切りに
する。
④ 鍋にゴマ油大さじ１杯を熱して
豚肉を炒め、①②③を火のとおり
にくいものから順番に入れていく。
⑤ ④に昆布だしを加えて煮立った
ら、醤油少々味噌適量を加え薄め
に味をつける。
⑥お椀に盛りゆず皮の千切りを添
える。

１／２

保健推進員です！
保健推進員は、市長から委
嘱を受け、地域の方の身近な
健康応援団として活動してい
ます。
赤ちゃんからお年寄りまで
のお悩みや心配事などの相談
にお答えします。また、必要
なときは、保健師さんと連携
を と り なが ら 活 動し てい ま
す。
写真は、クリスマス会の一
場面です。子育て輪づくりの
活動では、お母さんとお子さ
んが笑顔になれるようなこと
をいろいろ考えて活動してい
ます。
推進員は、
みんなが仲良く集まれば
と～ってもにぎやかです。
これからも、須佐地域に
笑顔が広がるように活動し
ていきます。
●お悩み・ご相談は…
須佐総合事務所
市民窓口部門 保健師
６―２０１６
まで

家古く木枯らし夜通し戸をたたく

（青葉台） 津守モト子

（上三原） 村岡万子

〈俳 句〉

大空に向かい鳥立つ初景色

（青葉台） 津守マキ子

（まてかた） 山崎 尚

正月の床飾り無き部屋寒し

忘年会マイク右手にちょこ左

（横屋丁） 茂刈富江

（浦 西） 林 竹子

年賀状一言ごとに励まされ

（山根丁東） 仁保逸朗

孫達の青春を見てお正月

除夜の鐘煩悩少し減れば良し

初雪や蛇口にツララ下がりおり

弥富ソバ九十路の垰をこしかねて

（１ 区） 福嶋文江

（１ 区） 石川崇子

（６ 区） 立野イネ子

たお

雲走り見えかくれ出し夜半の月

〈短 歌〉

夕げにとすし飯届け去りゆきぬ
姐御のさしむけ心にしみる （青葉台） 田村雅利

（１ 区） 福嶋文江

思い出す為に峽あり木枯らしも
何時しか母の声となりゆく （１ 区） 石川崇子

初春や感謝希望も忘れずに
生きて行きたい八十路坂

※（公）

※（図）

色えんぴつ画教室

（唐船打潰日帳）
歴史勉強会

のびのび教室「スケート教室」（浜田）

※（図）

※（図）

※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。

新年明けましておめでとうござ
います。
昨年の暮れには、３年ぶりの駅
伝大会で盛り上がり、最後まで活
気 あ ふれ た公 民館 行事 で一 年 を
無 事 に終 えた こと を地 域の 皆 さ
まに感謝申し上げます。
さて、毎年お正月に食べ過ぎて
し ま うお 餅を ちょ っと ひか え め
にし、胃をいたわる日々を過ごし
た私ですが…（効果はあったよう
です。
）次男の高校受験ももうす
ぐ 。 気を 引き 締め てい る毎 日 で
す。
編集者 Ｏ・Ｅ

習字教室

○日時…２月１５日から
毎週火曜日１３：３０～
○場所…須佐公民館
１階 多目的室
習字教室

平成 年度から隔年で開催されて
いる「全国公民館報コンクール」
。
このたび、第３回目のコンクール
に応募したところ、思いもよらない
『優良賞』をいただくことができま
した。
今後も、楽しい公民館だよりを目
指してがんばります。ご愛読のほど
よろしくお願いいたします。

須佐地域の人口（Ｈ２２．１２月末現在）

●須佐さつき学級「遺言書の書き
方講座」
○と き １月 日（火）
午後１時 分～３時
○ところ 須佐公民館 講座室
○講 師 萩公証役場
公証人 松田謙太郎
○対 象 須佐地区の一般成人
○参加費 無料
但し年会費は５００円
○その他 申込み、お問い合せは
須佐公民館まで

須佐あおば勉強室

１月１９日（水）までに須
佐公民館へお申し込みくだ
さい。
３０

★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
１，１７９戸 ２，５４８人 （－１人）
３０２戸
６７７人 （－２人）
１，４８１戸 ３，２２５人 （－３人）

須佐
弥富
合計

１８

容
内
事
行

※（公）

※（図）

※（公）

歴史勉強会

※（公）
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