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９月になったとはいえ、残暑を感
じる９月 日（日）
、須佐グラウンド
を会場に、須佐地区対抗ソフトボー
ル大会が開催されました。
今回は４チームの参加でしたが、
どの対戦も熱の入った試合となりま
した。
１９

バッター打った！なかなかいいフォームですが、結果は…？

各チームとも幅広い年齢層のチー
ム編成で、中には女性選手も参加さ
れ、優勝をめざし勇ましいプレーを
見せていました。
得点を取られてはすぐ取り返し、
ホームランも出るなど、暑さをもの
ともせず頑張っていました。
この激戦の結果は次のとおりです。

【大会結果】
◆優勝
松原チーム
◆準優勝 本町・河原丁チーム
選手・応援のみなさん、大会を運
営された皆さん、おつかれさまでし
た。

９月 日（木）須佐中学校で、萩
おもしろ雑学セミナーが開催され 、
「吉田松陰を語る」と題して、萩市
在住の森田栄介さんにお話しをして
いただきました。松陰は「人間とは
何かを学ぶことである」と、学んだ
ことを実行に移す大切さを力強く説
き、若者たちの心を強くひきつけた
とあります。森田さんも、努力と信
念を持って行動することが大切であ
るとお話しされました。
近い将来、須佐中学校の卒業生か
ら、日本の歴史を動かす英雄的人物
が現れると良いですね。
１６

自分の手がたより、作品づくりに熱中する参加者

１１

須佐中学校生徒を前に松陰を語る森田さん「松陰とは…」

９月９日（木）と 日（木）に須
佐公民館で『陶芸教室』を開催しま
した。
講師は、本町下の斉藤精さん。手
づくりのよさを味わっていただこう
と、当日は斉藤さんに土を準備して
いただき、あとは学級生が自らつく
りたい物を想定して、葉っぱや道具
などを持ってきて、作品づくりに夢
中になっていました。
なお、焼き上げた作品は、 月３
日（水・文化の日）から開催される
須佐美術展にも出品する予定です。
さあ、どんな作品に仕上がるか、
今から楽しみですね。

１６

去る９月 日
（木）須佐公民館
で、須佐さつき学
級「交通安全教室
が開催され、萩自
動車学校の中野秀夫さんをお迎えし
『交通事故に遭わないために』とい
う演題でお話していただきました。
交通事故は、車だけでなく、自転
車や歩行者もまわりをしっかり見渡
すことが、事故を減らし、自分の身
を守ることにつながると確認しまし
た。また、教室終了後には、青葉台
の田村雅利さんが須佐地域の危ない
箇所を説明されました。
３０

モニターを見ながら安全について考える参加者

にいるべき人間である」
「周りの人は
自分の存在を喜んでいる」
「自分の存
在が家族の幸せをもたらしている」
と自分の存在を肯定する感覚であり、
生を支える重要な感情である。
それを、どうやって育んでいくの
か。
①赤ちゃんの時、無条件でかわい
がる・笑顔で目を見て話しかける・
泣き声ですぐにミルクを飲ませたり
すぐにおむつを取り替えてきれいに
してあげたりすると安心感が生まれ、
「愛すること」が育まれる。禁止用
語や命令後は使わない。そうやって
幼い頃から甘えを受け入れられてき
た子は精神的に自立が早い。甘やか
し（ヘルップ）とは違う。子どもの
欲求に応え必要な精神的サポートを
することが大事である。
②日常の反応しなければならない
ことに積極的に反応させること。原
因や行動を変えることで結果が変わ
ることを学ばせたい。例えば夜更か
しをしても、
「朝は起こさないよ」と
言って起こさない。朝寝坊してブー
イングがあっても「そうね」ときっ

萩市立育英小学校
教頭 木 村 博 昭
父は 歳を過ぎても冬の海にも潜
っていた。島に帰れば知り合いから
「父ちゃんはよう頑張っとるでぇ。
はよう楽にさせてやらにゃあのう。
」
と言われる。その言葉は心に応えた。
元気な父ではあったが、定期検診
で肺に小さな影が映っていた。手術
後の結果は良好だったが、脳梗塞を
併発し右半身不随のままである。本
人が一番歯がゆい思いをしているで
あろうが、
「もう働かなくてもいいよ。
私もあと数年で退職。退職したら側
にいてあげよう。それまでもう少し
の辛抱だから、元気でいてほしい。
」
と願っている。父の介護をしている
母にも感謝しながら。
いずれ私どもも老いてくる。その
時子どもたちがどのように感じるか
はわからないが、子どもや孫に教え
たいことが３つある。
菅原祐子さんの「子どもの心のコ
ーチング」という本にちょっといい
話が書いてあったので、それをかい
つまんでお話しよう。
人が生きていく上でもっとも大切
な感情は、自己肯定感。
「自分はここ
７０

ぱりと言う。そうして、どうサポ
ートできるか話し合う。できたと
きには、親が喜ぶ姿を見せる。学
校に遅れると言って起こすことは、
甘やかし（ヘルップ）となってし
まう。小さいうちから自分の仕事
を任された子は、責任感がつき問
題処理能力も身についてくる。
③人の役に立つ喜びは、大きな
充実感を得ることができる。その
種を植え付けたい。そのために、
褒めたり叱ったり物や小遣いで動
かしたりすることがあるが、それ
では本当の喜びを得ることにはな
らない。
方法として、親の用事を手伝っ
てもらっても、子どもを褒めるの
ではなく「ありがとうお母さん助
かったよ。うれしかったよ。
」と、
どのように喜んでいるのか感謝し
ているのかを伝えることが大事な
のである。
子育てとは、親が自分の気持ち
をいかに言葉豊に伝えることがで
きるかを学ぶチャンスでもある。
もう遅いなどと思わず、子ども
と心を結ぶ聴き方・伝え方のコー
チングを学び、子どもの未来の幸
せな姿（人に頼らず人生を自分の
力で切り開く力）を見据えながら、
子育てをしたいものですね。一読
を勧めます。

◇期 間
◇場 所

１１月３日（水・祝）～１１月７日（日）
９：００～１６：００
須佐文化センターホール

（周南市・須佐地域交流美術展）
旧徳山市と旧須佐町の姉妹縁組を記念して始まり、毎年開催
されている展覧会です。本年も先に行われる周南市美術展覧会
の入賞作品や、須佐地域内の皆さんの作品を中心に展示します。

（ふるさと愛護スケッチ展）
ふるさとの自然と文化、文化財に対し、お互いが認識を新たにし、保護・活用を図
り後世に伝えることや、郷土を愛する心を育むことの重要性を考え、歴史と文化、そ
して美しい自然に囲まれた須佐地域を大切にする心を培う事を目的に毎年開催して
いるものです。今年も小・中学生を中心に多くの力作が展示されます。

（人権教育啓発作品展）
人権教育啓発作品を展示します。人権に対する正しい
理解を求め、明るく住みよい社会をめざし、皆さんの心
に訴える力作を展示します。

主催 須佐美術展実行委員会・萩市
須佐美術展作品募集

○出展規格

・展示可能なものであれば、形式・
寸法・重量・材質等は問いませ
ん。
・書については、額・枠・屏風・
軸仕様にてお願いします。
・写真については、パネル張りま
たは額装にてお願いします。
・応募作品には、必ず展示用金具・
ひもなどを取り付けてください。

２９

○応募資格

１０

・須佐地域及び萩市内に在住して
いる者、または通勤している者。

１１

○出品料 無料
○応募にあたっての留意点

２５

１７

・応募点数は一人５点まで。出品
作品には、所定の出品票を貼り
付けて出品してください。
・作品においては、審査及び賞は
設けません。

１０

○作品の搬入

・ 月 日（月）
～ 月 日（金）
・９時～ 時まで
・作品の展示を 月１日（月）９
時より行います。

１７

○作品の搬出

・ 月８日（月）以降の９時～
時（土・日は除く）

●お問い合せ・搬入場所
須佐公民館 ６―２３１０へ

～どしどしお寄せください～

１１

● と

き １２月１９日（日） ※小雨決行
（中止の場合＝午前７時に防災無線で連絡します。
）
午前９時～９時４０分 受付（※時間厳守）
午前９時４５分：開会式
午前１０時３０分：スタート

● と こ ろ 須佐総合事務所正面玄関前集合
● 対

象 ・須佐地域内に居住する小学４年生以上または勤務する者
なお、チーム編成上やむを得ない場合のみ小学１年生以上の参加を認める。

● チーム編成
１部＝須佐総合事務所庁舎横⇔中畑折返
（５区間５．５㎞）
・小学生の部（４年生以上男女別）
・一般の部（２部と選択可、男女別、
男女混合可）
● コ ー ス
（１部）
第１区 須佐総合事務所庁舎横～ほたる橋
（１．３㎞）
第２区 ほたる橋～押谷入口手前
（０．７㎞）
第３区 押谷入口手前～中畑折返
～押谷入口手前（１．５㎞）
第４区 押谷入口手前～ほたる橋
（０．７㎞）
第５区 ほたる橋～須佐総合事務所庁舎横
（１．３㎞）
● 表
彰
各部とも３位まで表彰

２部＝須佐総合事務所庁舎横⇔押谷入口２往復
（４区間８㎞）
・中学生の部（男女の部）
・高校・一般の部（１部と選択可、男女別、
男女混合可

（２部）
第１区 須佐総合事務所庁舎横～押谷入口手前
（２．０㎞）
第２区 押谷入口手前～須佐総合事務所庁舎横
（２．０㎞）
第３区 須佐総合事務所庁舎横～押谷入口手前
（２．０㎞）
第４区 押谷入口手前～須佐総合事務所庁舎横
（２．０㎞）

○須佐公民館
６－２３１０
○弥富公民館
８－２０４４

月６日（水）須佐文化センター
で、劇団ポプラによる青少年劇場『オ
ズの魔法使い』が上演されました。
故郷へ帰りたいドロシーを主人公
に、脳味噌が欲しいかかし、心を取
り戻したいブリキ、勇気が欲しいラ
イオンが夢や希望を叶えるため、勇
敢に冒険の旅をする物語です。
当日は、須佐地域内の小・中学生
約２００人が観劇し、
「夢をあきらめ
ない」という強い勇気を持つことが
できたのではないでしょうか。
上演終了後、育英・弥富小の児童
がつくったアメのレイが劇団ポプラ
の皆さんにプレゼントされました。

萩ものしり検定

１０

４５

月３日（日）
、弥富グラウンドで
開催された「そばの花まつり」で、
月 日（日）
スポーツチャンバラ体験教室を開催。 ●とき
午前 時～ 時 分
あいにくの雨模様でしたが雨の合間
●会場 須佐公民館（山口福祉文化
に子どもたちがスポーツチャンバラ
大学同時開催）
で楽しんでいました。
●内容 「萩ものしりブック」と同
じ問題が 問
●対象 小学生
●申込
月 日（水）までに申込
書を担任の先生に提出
●受講料 ５００円（試験日徴収）

スポーツチャンバラを体験

１０

１０

１１

２８

５０

１０

１０

○問い合わせ先
まちじゅう博物館 萩ものしり検定
事務局℡０８３８―２５―３１６６

１１

秋ナスは嫁に食わすな

■材 料
ナス４㎏ 塩３５０ｇ
焼ミョウバン少々 砂糖５００ｇ
辛子粉１００ｇ 焼酎少々
醤油少々

ナスの美味しい季節になりました。
今年は猛暑のお陰で夏は皮の硬い日
焼けナスビになりましたが、ここ最
近涼しい日が続くせいか皮も柔らか
くなり、どんどん美味しい実を付け
るようになりました。
昔から、
「秋ナスは嫁に喰わすな」
と言われていますが、これはあまり
にも美味いので嫁に食べさせるのは
もったいないと、少し意地悪な話と、
秋なすは種が少ないので、子宝に恵
まれないと嫁を気遣った話しとがあ
ります。
今から霜が降りるまで収穫できる
ナス、少し保存食として、辛子漬け
を作ってみては如何でしょうか。

！？

■作り方
①ナスはきれいに洗って、一口
大にきる。
②ナスに塩をまぶし、焼ミョウ
バンを入れ１～２日漬け込む。
③辛子粉と砂糖、塩少々、醤油
少々を焼酎で練る。
④塩漬けしたナスをよく絞り、
練った辛子粉とよく混ぜる。
⑤密閉容器に入れ保管する。

インディアカは、ドイツが
発祥の地で、山口県はインデ
ィアカの先進県とのことです
が、現在、須佐では１チーム
のみとなりました。
同好会は会員 名（平均年
齢 才）毎週土曜日（午後８
時～ 時）須佐文化センター
で練習しています。
競 技歴 年 以上 の面々で
すが、
「加齢」という容赦なき
無差別攻撃には立ち向かう術
もなく、
「珍プレー」
「迷プレ
ー」続出で笑いあり、涙あり
の ア ッ とい う 間 の２ 時間 で
す。
５７

２０

１４

これからも、諸々の
解消に各自、体と相談し
ながら続けていきたいと
思ってます。
みなさんも、羽根にさ
わってみませんか？楽し
いですよ！ぜひ、いらし
てください。大歓迎で
す！

抱く嬰の大きな瞳秋高し

輝きし夕日が染める雲の峰

暑きこと言いて終りし一日かな

眠られぬ夜は鈴虫の子守唄

コスモスの咲いて車が気を遣い

少年と肩組むダンス天高し

（６ 区） 立野イネ子

（８ 区） 林二三子

（８ 区） 鈴木孝子

（８ 区） 岩本登志子

（５ 区） 冨田八重子

（４ 区） 品川玉枝

（２ 区） 原山怜子

〈俳 句〉

○連絡先
田村倫子（本町中）
℡６―３４４４

大正を引づりてソバの花

（１ 区） 石川崇子

（青葉台） 田村雅利

ひんやりとした風頬を撫でて行く
秋はそこ迄もう来てるよと （本町上） 岩本美子

炎天下可憐に咲きし百日草
赤い花弁が真夏を飾る

貧しくも気高く生きよと父母の
名付け給いし其の名崇子と （１ 区） 石川崇子

〈短 歌〉

一匹の蚊になやまされ眠れぬ夜

※インディアカとは＝羽根のついた特殊な
ボールを手で打ち合う、バレーボールタイ
プのスポーツです。

１０

※（公）

須佐地域の人口（Ｈ２２．９月末現在）

●須佐あおば勉強室「須佐めぐり」

※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。

９月 日（水）に第２回やよい学
級を弥富交流センターで開催。
「足指
の力で転倒予防」と題して、都志見
病院の理学療法士、杉山英樹先生を
講師に、足指が元気になるお話と実
技が行われ 人が参加しました。「簡
単な体操でも毎日続けることが基本
です」と杉山先生。
足指ファイト！

※（図）

先日、
「花いっぱいコンクール」
の授賞式に行ってきました。その
日は、魚まつりなどたくさんのイ
ベントが催される中、野村市長さ
んも駆けつけ、お祝いの言葉を頂
きました。萩市が全国の景観賞第
１ 位 に選 ばれ たこ とは 皆さ ん ご
存じと思いますが、市内のいろん
な と ころ で花 いっ ぱい の工 夫 や
景 観 に対 して の心 遣い がさ れ て
います。皆さんもぜひ、美しいま
ちづくりを目指し、自宅のお庭に
お花でも植えてみませんか。
編集者 Ｏ・Ｅ

文化財講座 ・ 須佐あおば勉強室「須佐めぐり」
※（図）

～お詫びと訂正～

※（公）

○と き
月 日（金）
午前 時～ 時 分
○ところ 須佐公民館
○内 容 『益田親施の時代～吉
田松陰との関係』
○講 師 萩博物館
学芸員 道迫真吾 様
○参加料 無料
○申込み
月 日（月）までに
須佐公民館へ
３０

色えんぴつ画教室 ・ 須佐の歴史勉強会

４４

須佐の歴史勉強会

○と き
月 日（金）
午前 時 分
～午後３時
○ところ 須佐地区内
○対 象 須佐地区の一般成人
○持ち物 弁当、水筒、タオル
○申込み
月 日（月）までに
須佐公民館へ
○その他 当日の日程等、詳しい
ことは、中程の案内チラシで確認
してください。

※（図）

２９

先月号（９月号）の「映画上映時
の作文発表」４年 福島瑞希さんは、
６年 福島瑞樹さんの誤りでしたの
で、お詫びして訂正いたします。

※（図）
習字教室
平成育英発表会 ・ ルーラルフェスタ
赤米フェスタ

１１

地区体育大会

１１

１１

２２

１０ ２６

須佐の歴史勉強会
文化の日
須佐美術展（～７日）
萩探訪ツアー「全国伝統的工芸品フェスタ見学」

２６

★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 ２，５５８人 （＋２人）
３０４戸
６８０人 （－３人）
１，４８４戸 ３，２３８人 （－１人）

須佐
弥富
合計

容
内
事
行

※（公）

曜
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
日
月
火

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

４５

○須佐地区
須佐中学校グラウンド・体育館
○弥富地区
弥富グラウンド・体育館

１１

２２

１１

１１

