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この白熱した試合の結果は、次の
とおりです。

【大会結果】

８月 日（土）
、弥富地区対抗ソフト
ボール大会が弥富グラウンドを会場
に行われました。今年は、５チーム
が参加。トーナメント形式で行われ、
選手と観客合せて約１００人がグラ
ウンドに集まりました。
毎年恒例のこの大会、帰省された
方の参加もあり、大いに盛り上がり
をみせ、和やかな雰囲気の中、大会
は進行していきました。
決勝戦は、昨年度と同カードの７
区チーム対９区チーム。決勝に残る
チームだけあって、ファインプレー
が飛び出すなど、ハイレベルな戦い
が繰り広げられました。

優勝のトロフィーを手にする７区チーム

選手の皆さん、役員の皆さん、暑
い中、大変お疲れさまでした。
大会結果は次のとおりです。

【大会結果】

○優 勝 ７区チーム
○準優勝 ９区チーム
○３ 位 ２・３区合同チーム
区チーム

○ホームラン賞（３人、４本）
坂本一平（２区）１本
佐々木健太（３区）１本
田島英朗（ 区）２本

１１

優 勝 上三原・下三原・堀田・
野頭チーム
準優勝 本町・河原丁チーム

ピッチャー投げた！バッターボールをよく見て、結果は？

アウトか？セーフか？
優勝、おめでとう！

キャッチャーみごとなファインプレー！

８月 日（日）
、昨年は雨で中止と
なった第 回須佐地区対抗軟式野球
大会が、須佐グラウンドと須佐中グ
ラウンドで開催されました。
今年度は５チームが参加し、お盆
で帰省された方も入ったチームで優
勝目指して試合を行いました。
昨年中止となった鬱憤（うっぷん）
をはらすかのように、プレーする人
も応援する人も熱が入っていました。
ネット超えのホームランを打った人、
なお、審判に須佐地区野球連盟の
３試合全イニング出場した人もいま
方
の
ご協力をいただきました。
した。
選手の皆さん、大会を運営された
みなさん、大変お疲れさまでした。

１３

１５

３０

１４

八月二十一日（土）明倫小学校グ
ラウンドを会場に萩市ふるさとづく
り盆踊り大会が開催され、今年は弥
富地区の盆踊りが参加しました。こ
の盆踊りは、元北浦盆踊り大会と称
して毎年開催されているもので、弥
富地区が参加するのは約二十年ぶり
となりました。
当日は、弥富地区の皆さんをはじ
め、鈴野川地区や須佐地区からの応
援も合わせ約五十名が参加、弥富小
字（こあざ）めぐりの口説きに合わ
せ、伝統的な八手踊りを披露しまし
た。会場には須佐地域の出身者も多
く、大きな声援が送られていました。
参加された皆さんお疲れ様でした。

須佐の盆踊りと合わせて
須佐地区子ども会主催の夜
店も毎年開かれています。
中でも、スーパーボール
すくいは一番の人気で、水
槽の周りは人、人、人であ
ふれかえっていました。

１３

８月 日（金）、ツアー一行 人
は、大照院で迎え火として行われる
万灯会に向かいました。
大照院・東光寺は萩藩主毛利家の
菩提寺であり、毛利氏の菩提を弔う
ため、石灯籠（大照院６０３基・東
光寺５００基）に灯がともされ、幻
想的な世界に驚きました。
ロウソクに灯をともし、藩主の墓
前に手を合わせ、心が洗われたのは
私一人ではないと思います。須佐地
域にも益田家のお墓がたくさんあり
ます。須佐の発展に力を注がれた、
萩藩永代家老益田家について、歴史
をひも解いてみてはいかがですか。

参加されたみなさん。～大照院で記念写真～

１４

鈴野川地区の盆踊りの様子
子どもたちも先頭にならって踊りま
した。

須佐地区では、今年から盆踊りの
踊り方を簡単におどれるようにし、
８月 日（土）の盆踊り大会の日に
披露されました。
１５

「かき氷、まだかな…」

ハァーギー博士登場！

７月３日（土）から９月５日（日）
の間、萩博物館で特別展『ＵＭＡと
の遭遇～知られざるミステリーアニ
マルの世界～』が開催されている中、
須佐地区、弥富地区の子どもたちと
その保護者が、正体をあばきに探険
ツアーへと出かけました。

【須佐編】

１８

８月 日（金）午後、須佐公民館
主催ののびのび教室「萩博物館ミス
テリーツアー」に子ども 人、大人
５人、計 人が参加しました。
博物館ではサイエンスキャラクタ
ーの『ハァーギー』がお出迎え。４
班に分かれて謎の生物を探しに展示
探険ツアーへ出かけたあと、ハァー
ギーと記念写真を撮りました。
探険では最初、怖がっていた子ども
もいましたが、河童のミイラなど初
めて見る姿に興味津々。ナビゲータ
ーさんにいろんな質問をしながらじ
っくり見ていました。
２０

２３

８月 日（木）
、弥富公民館におい
て、おもしろ雑学セミナーが開催さ
れました。
講師は、科学工作を中心に、サイ
エンスレンジャーの越ヶ浜小学校の
松田光一先生。
風に飛んでいく草木の種をモデル
に、紙やスチロールなどで作成し、
実際に飛ばしてみました。工作する
姿は、みんな真剣そのもの。いろん
【弥富編】
な種があり、飛び方もさまざまで、
８月 日（水）
、弥富地区の小中学
自然の不思議を体験できました。
生 人で、萩博物館へ探検ツアーに
最後に、３Ｄメガネを作成して立
出発。
体映像を体験しました。スクリーン
館 内の探検 は、
から飛び出す映像に、子どもたちも
２ 班に別れ て、
ビックリ！リアルな立体映像に、思
隊 長の説明 のも
わず驚きの声が聞かれました。
と 色々な未 確認
生 物を勉強 する
こ とができ まし
た 。弥富に もツ
チ ノコの目 撃例
が あるとい うこ
と で、みん なビ
ックリ！
ハァーギー博
士のクイズに も
挑戦し、最後 は
みんなで記念 撮
影をしました。
２２

２５

ミクロの世界…顕微鏡で生物探し

１９

３Ｄメガネで映像を見る子どもたち。
「すごい！」

１９ カレーづくりの様子。「早く食べたい！」

弥富子ども会夏休み会が、８月
日（木）に弥富公民館で開催されま
した。弥富地区内の小中学生 人が
参加し映画鑑賞、カレーライスづく
り、おもしろ雑学セミナーの科学工
作など楽しい一日を過ごしました。
映画鑑賞は、子どもたちの希望に
より「ウルルの森の物語」を鑑賞。
森で拾ったオオカミに似た子犬「ウ
ルル」と子どもたちの物語。参加し
た子どもたちの評判は上々でした。
映画鑑賞の次は、カレーライスづ
くり。昨年つくった経験もあって、
みんな上手に調理することができ、
おいしく頂きました。
最後に、おもしろ雑学セミナーに
参加し、楽しい夏の夜を過ごすこと
ができました。子どもたちに指導し
てくださいました保護者の皆様、あ
りがとうございました。

２６

８月 日（木）に上映されました
「カールじいさんの空飛ぶ家」の映
画上映会につきましては、皆様方の
ご協力、ご支援により無事に終える
ことができました。ありがとうござ
いました。
当日、来場された方は２７５人。
今回の映画は、カールじいさんが
年老いて夢を叶えた勇気と感動の映
画で子どもから大人まで楽しめる内
容でした。また、前段の小・中学生
の作文も好評でした。来年もぜひ、
ご鑑賞ください。

★作品搬入 １０月２５日（月）～２９日（金）
午前９時～午後５時
★搬入場所 須佐公民館 １Ｆ 多目的室
★そ の 他 出品料無料、一人５作品まで

～須佐地域青少年育成市民会議～

須佐中２年 緒方夢人くん

●須佐美術展問い合わせ先
須佐公民館 ℡６－２３１０ まで
育英小４年 福島瑞希さん

＜周南市・須佐地域交流美術展＞
旧徳山市と姉妹縁組を記念して始まった展覧会。周
南市美術展覧会の入賞作品や、地元須佐地域内のみ
なさんの作品が展示されます。
作文発表の様子

11/3(水・祝)～11/7(日)
須佐文化センター
○展示期間
○展示場所
２６

＜ふるさと愛護作品展＞
須佐地域内の小・中学生を中心に、ふるさとの自然
や文化をテーマにした作品が展示されます。

＜人権啓発作品展＞
明るく済みよい社会を目指し、みなさんの心に訴え
る人権作品を展示します。

これまで時間がないからという
理由で、私がすべてをやっていま
した。しかし、子どもたちが自ら
考え行動することを親は拒んでは
ならないこと。失敗してもよいか
らやってみること。それが自信と
なり、生きる力となっていくのだ
ということを、その時、実感しま
した。
あれから数年が経ち、子どもた
ちは思春期。私にもあったであろ
う雰囲気の中で、言葉を選びなが
ら接することもあります。が、親
だから言える言葉もあると思いつ
つ…。
ただいま、子育て進行形。さま
ざまな場でたくさんの方に出会い、
いろいろな話を聞く中で、謙虚に
受け止め、私も成長できたらと思
います。

青葉母親クラブ
会長 豊 田 清 乃

「今晩、何にする？」と仕事帰りの
スーパーでの一コマ。この井戸端会
議 が情報交換の場であり、お母さ
んモードへのチェンジの時でもあり
ます。
夕飯の支度をしながら、子どもた
ちの様子を見て、ドタバタやってい
るうちに一日が過ぎ、こんな毎日で
果たして子どもは成長しているのだ
ろうか。いや、私自身、親として成
長できているのだろうか。と、ふと
不安になることもありました。
ある日、私が発熱し、動けないこ
とがありました。夕食のことも気に
なりながら横になっていると、子ど
もたちが夕食をつくってくれました。
子どもたちが協力してつくってくれ
たカレーライスはとてもおいしく、
嬉しく、そして、私の不安が少し消
えていくのを感じました。
！？

～山口福祉文化大学
教養講座～

２０

遅咲きのひまわりと弥富保育園児

弥富保育園から、「６月に植えた
ひまわりの種が育ち、大きな花を咲
かせました」という情報をいただき
ました。
種は、育英小学校の４年生が育て
たひまわりの種で、それを須佐図書
館から配られたものを植えたのだそ
うです。
残念ながら、８月 日ごろがピー
クで、公民館だよりが届くころには
花は見ることができないかもしれま
せんが、弥富保育園の子どもたちは、
自分の背丈以上あるひまわりを見て
９月３日（金）須佐公民館で山口
喜んでいたようです。
福祉文化大学教養講座が開催されま
来年も大きな花を咲かせてね。
した。
内容は「障がいをもつ人と社会参
加」と題して、同大学の山口利勝先
生にお話を聞くことができました。
先生自身、高校生の頃から難聴に
なり、自らの体験をとおした話の中
で『聴覚障害者は、見かけが普通の
人に見えるため理解されない場合や、
聞こえる人の間違った思いこみが人
間関係をダメにすることが生じる』
という言葉に、受講者のみなさんも
「今まではなんのきなしに」と思っ
ていたことを改めて考えさせられた
のではないでしょうか。見える障が
いは判断できますが、見えない障が
いにも心配りが必要です。
山口先生の話を真剣な表情で聞く受講者

春のお彼岸のときには、
「ぼたも
ち」を紹介しました。ぼた餅（牡
丹餅）は、こしあんを使うものが
多いいが、秋にはつぶあんを使い、
この時期に「萩の花」が咲きみだ
れることから、萩の花に見立てた
餅として「御萩（おはぎ）
」と呼ば
れるようになったと言われていま
す。
いずれにしても、甘いものが少
なかった昔は、ごちそうでした。

■材料（４人分）
米１／２カップ
もち米１・５カップ
あずき３００ｇ
砂糖２００ｇ 塩少々
■作り方
①あずきは、前日からかぶるく
らいの水に浸けておく。
②米ともち米を洗い、ざるにあ
げておく。
③あずきは、新しい水にとり替
えて強火にかけ、煮立ったらア
クをとり、弱火にして、水をさ
しながら軟らかくなるまで煮る。
④あずきが軟らかく煮えたら、
煮汁をひたひた（煮物の頭が少
し見えるくらいの量）にして砂
糖を半量ずつ２回に分けて入れ
鍋底に木しゃもじの筋が残るく
らいの固さまで煮詰める。
⑤あずきをつぶし、目の細かい
ざるに移し、水をはったボール
につけてこす。
⑥ざるに残った皮は捨て、ボー
ルに残ったこしあんを裏ごしで
もう一度こす。
⑦しばらくおいて、水とあんが
分離したら上澄水を静かに捨て、
ふきんであんをしぼる。
⑧あんに砂糖を加え煮つめる。
塩少々加える。
⑨米ともち米は、２割増しの水
加減で炊く。炊きあがったもち
飯を丸める。
⑩冷やしたあんで、もち飯を包
む。

私たち「異～感じ」は、メ
ン バ ー 人 ＋ そ の 子 ども た
ち の ソ フト バ レ ーチ ーム で
す。
週に一度、須佐中学校体育
館に集まり、運動不足やスト
レス解消のため、わいわいが
やがやと楽しく練習をしてい
ます。チーム名のとおり、年
齢や職業が異なるいろいろな
人が集まり、ソフトバレーを
通じてメンバー全員が大きな
家族のようなチームとして楽
し む こ とを 目 的 とし てい ま
す。
１２

最近は、ソフト
バレーだけにはとどまら
ず、今年の夏祭りでは、
伝統の和船競漕にも出場
しました。成績は、女性
メンバー主体のチームで
はあったものの、激戦の
末、優勝することができ
ました。
これからも、いろいろ
な地域行事に参加してな
にかとお騒がせいたしま
すが、みなさんのご声援
をよろしくお願いしま
す。

〈俳 句〉

（青葉台） 津守マキ子

ファクスがするすると出て今朝の秋 （青葉台） 津守モト子

浪に乗り精霊舟は遠ざかる

かまきりの拝む仕草にふと魅入る （まてかた） 山崎 尚

「飛魚」と名をば残せし古橋さん

まっすぐに恋せよと言う彼岸花

（六 区） 立野イネ子

（浦 西） 林 竹子

（横屋丁） 茂刈富江

果てしなく吸い込まれそう秋の空 （山根丁東） 仁保逸朗

底知れぬ空の青さよトンボとぶ

（一 区） 石川崇子

（一 区） 石川崇子

猪の荒した棚田に昼の月

〈短 歌〉

夏探し真赤に燃えてさるすべり
道行く人に生きる勇気を

（本町上） 岩本美子

張り合いて重なり合ってきそい咲く
炎暑にみせるニチニチソウが（青葉台） 田村雅利

芝に置く露のしづくを光らせて
今朝の太陽眩しく昇る

●須佐さつき学級「交通事故に遭
わないために」
○と き ９月 日（木）
午前 時～ 時
○ところ 須佐公民館 講座室
○講 師 萩自動車学校職員
波田昌之様 他

昭和 年代ころまで海水浴等で使
用されていた草履（ぞうり）
。今では
つくる人も少なくなりました。
須佐公民館では、草履をつくる人
を養成するため、講習会を左記によ
り実施いたします。
草履づくりを指導（ボランティア）
できる方、つくってみたい方を募集
します。
○と き

○ところ
○参加費
○申込み

記
月 日（火）
～ 日（金）
午後２時から
須佐公民館
無料
９月 日（木）までに
須佐公民館へ
１５

●やよい学級「足指の力で転倒予
防」
○と き ９月 日（水）
午前９時 分
～ 時 分
○ところ 弥富公民館
○講 師 都志見病院理学療法士
杉山英樹先生

～お詫びと訂正～

２９

３０

４５

１１

先月号（８月号）の「俳句」に誤
りがございましたのでお詫びして訂
正いたします。
【原山怜子さんの句】
（誤）鐘の月→（正）鎌の月

暦はもう「秋」だというのに、
こ の 暑さ はど うで しょ う！ 朝 か
ら 晩 まで 毎日 汗を かい てい ま す
が、いっこうに体重が減らないの
はなぜ？と考える私です。
さて、運動会シーズンです。子
ど も たち も汗 をか きな がら 毎 日
練 習 して いる こと でし ょう ！ 疲
れ気味なこの時期。体調管理を充
分 に して あげ てく ださ い。 そ し
て、運動会では、元気いっぱいの
子 ど もた ちを しっ かり 応援 し て
あげてください！
編集者 Ｏ・Ｅ

※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。

１１

３０

１０

１２

３０

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

１０

３０

日時＝１０月６日（水）
午後２時開演
場所＝須佐文化センター

入場無料
一般観劇可（座席指定あり）

