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↑ 見 つ け た生 物 を
岩 本 さ ん に手 渡 し
て、名前を教えても
らいました。

↓ シ ー カ ヤッ ク 体
験。なかなかさまに
なってます。

昼食は、バーベキュー。午後は、
福栄の子どもたちと一緒にシーカヤ
ックを体験しました。

子どもたちは、こんがりといい色
に日焼けし、夏休みのいい思い出に
なったのではないでしょうか。
暑い中、みなさん、大変お疲れさ
までした。

「夏」と言えば「そうめん！」
。
子どもたちが毎年楽しみにしてい
る夏休み行事『のびのび教室 そう
めん流し』が、八月四日（水）に開
催されました。
今年は、場所を久原園地から須佐
歴史民俗資料館別館の「益田館」に
移し、庭の風情を楽しみながら行い
ました。
納涼を求めて参加した子どもと保
護者は三十人。今年もコミュニティ
須佐のみなさんにご指導を頂きなが
ら、竹の箸と器づくりに挑戦しまし
た。これがないとそうめん流しがで
きないので、みんな一生懸命つくっ
ていました。

ノコギリや小刀、ナイフなど、普
段使ったことのない子どもたちは、
大人の方に教えていただきながら、
慣れない手つきで慎重につくってい
ました。

お腹いっぱいそうめんを食べたあ
とは資料館本館へ移動し、展示物を
見学しながら須佐の歴史について勉
強しました。
来年もぜひ参加してくださいね。

箸と器づくり…みんな真剣な表情です。

さあ、そうめん流し。みんなおいしそう！

海の日の七月十九日（月・祝）
、須
佐地域子ども会交歓大会（主催＝須
佐子育連・弥富子育連）が深まてか
た海岸で開催されました。
昨年は雨に見舞われ中止となりま
したが、今年は猛暑で真夏の日差し
が照りつける中行われ、海に入らず
にいられないほど絶好の海日和とな
りました。
最初に、参加者全員で海岸をきれ
いにしました。
海辺の教室では、磯で捕まえた生
物を講師の岩本裕子（弥富十二区）
さんに説明してもらいながら観察し
ました。

みんなで火ばさみを持って海岸清掃。

お父さんも手助けしています。

七月十三日（火）
、須佐公民館で今
年度第二回目の須佐さつき学級を開
催しました。
講師は、益田市で活躍されている、
いわみ音楽療法研究会会長の宮崎真
理子さんと山本千文さん。『音楽療
法』は、医療・教育・福祉の分野で
注目されており、いろんな楽器や音
で、心身の機能維持や生活改善の向
上に向けて、意図的、計画的に行わ
れる治療技法です。

七月十七日（土）
、須佐保健センタ
ーで一足早い『ミニミニ運動会（萩
市保健推進協議会須佐支部主催）
』が
開催されました。
未就園児の親子を対象として毎年
行っている行事ですが、参加する親
子は年々減っているため保推さんも
毎年、試行錯誤しながら乳幼児の行
事を支えてくださっています。
気になる競技ですが、定番の箱入
り娘・息子や果物をくっつけるこの
木なんの木、玉入れなど、子どもた
ちは元気いっぱいに走り回り、お楽
しみの景品も釣って、笑顔ではしゃ
いでいました。

果物をひっつけていく「この木なんの木」の様子

参加者は、雨音のするレインステ
ィックやなんの曲でも弾けるという
ハープコードなどの楽器を手に取っ
て鳴らしてみたり、二つの曲を二グ
ループに分かれて交互に歌ったり、
二時間たっぷり声を出したり、笑っ
たりと楽しく過ごしていました。

音楽は、どんな人とでもコミュニ
ケーションができるということを改
めて実感した講演でした。

終始笑顔の参加者でした。

講師の宮崎さんと歌いながら、輪になってリズム遊びをする参加者

八月十日（火）
、須佐の海を巡る『ク
ルージング＆魚釣り』
（主催＝体感ク
ルージング実行委員会「海援たい」
）
が今年も開催されました。
須佐漁協のみなさんが、
「子どもた
ちに船の上の体験を」ということで
始まったこの行事。毎年好評で今年
も子どもと大人合わせた十八人が参
加しました。
まずは、救命胴衣を身につけ船で
須佐湾を巡り、その後、育成用のい
かだで魚釣りを楽しみました。昼食
は、自分たちが釣った魚を料理して
食べて満足げな子どもたちでした。

間 平成２２年度９月～１１月
毎週火曜日 午後１時３０分～
○場
所 須佐公民館
○テ ー マ 益田親施
○参加資格 須佐の歴史を勉強したい方ならど
なたでもＯＫ。
○その他
・１１月開催予定の文化財講座「益田親施の
時代」の予習とします。
・資料コピー料は、１枚１０円（個人負担）
・受講料は無料。

七月二十三日（金）
、郷土史研究会
十一人が、京都禁門の変（蛤御門の
戦い）後、第一次長州征伐が起きて、
徳山の惣持院で切腹するまでの、親
施の足跡を辿りました。親施が立ち
寄った場所が、温故十八号「元治元
年随行日記」に記されています。
当日は、旧阿東町の「市原七郎左
右衛門邸」
「塩屋義兵衛邸（椿本陣）
」
に寄りました。また、周南市鹿野の
「勝間田信右衛門邸」においては、
益田弾正（親施）宿の木札が残って
いました。最後は親施切腹の地「惣
持院跡」で合掌し研修を終えました。

○期

○申 込 み ８月末までに須佐公民館（６－２
３１０）へお願いします。

○展示会期 ９月１６日（木）～１０月３日（日）
○展示場所 山口県立美術館
○出品作品 搬入・展示が可能なものであれば、
形式・寸法・重量・材質等は自由。
○出 品 料 １点３０００円
○出品申込 ８月２９日（日）までに、ハガキ、
ＦＡＸまたはメールで申込。（当日消
印有効）
○作品搬入
搬入日 8/27（金）～8/29（日）

9:00～12:00 13:00～16:00
搬出日 10/8（金）～10/10（日）
9:00～12:00 13:00～16:00
※作品の搬入、搬出については各自でお願いしま
す。
○お問い合せ先
山口県立萩美術館 県美展事務局
℡ 083-925-7788 fax 083-925-7790
e-mail:a19304@pref.yamaguchi.lg.jp

○展示会期 １０月１７日（日）～２４日（日）
○展示場所 萩市民館
○作品部門 平面、立体、書、写真
○出品資格 萩市内に在住または通勤・通学して
いる者で、中学校終了年齢以上の者
○出 品 料 無料
○出品申込 ９月２２（水）までに文化・生涯学
習課または、各公民館へ出品申込書を
提出
○作品搬入
搬入日 10/11（月・祝）10:00～17:00

10/12（火）9:00～12:00
搬出日 10/24（日）18:00～20:00
10/25（月）9:00～18:00
○お問い合せ先
萩市文化・生涯学習課 文化振興係
℡０８３８－２５－３１４９

そのころ、行政からも電話で訪問
の依頼があったので、該当の家を訪
問し、声をかけてあげました。皆、
元気な声が返ってきて安心しました。
午後五時過ぎに電気はつきましたが、
これまでにない長い時間の停電であ
りました。
電力に頼る暖房装置では、寒さに
震えなければならなくなる状況をど
う対応するか、今後の課題でもあり
ます。定例会でこのことを提案しま
したが、特によい意見は出ませんで
した。
後になって、中国電力萩営業所に
訪ねると送電線の萩～福栄線ルート
が雪で異常を生じたので福栄、須佐
地区にはご迷惑をかけたとコメント
がありましたが、大変なハプニング
でありました。
昨年七月十九日から二十一日にか
けて、山口県中部を襲った記録的な
豪雨は、防府で三一四ミリ、山口で
二九四ミリ、萩で二二九ミリとなり、
防府では七月二十一日午前八時の時
間雨量が七〇ミリを記録し、数ヶ所
で土石流が発生し、特別養護老人ホ

須佐地区民生委員児童委員協議会
会長 矢 田
健
異常気象といえるかも知れま
せんが、今年の三月九日、十日に
は、春先としては未曽有の大雪と
な り まし た。
特に十日には、弥富交流促進セ
ンターで毎日新聞社記者の講演
があり、講師も雪のため予定の時
間には間に合わず、開始の時間が
遅 れ まし た。
雪は小止みなく降り続き、帰り
には道路に竹が折れ曲がり、軽ト
ラ が やっ と通 れる 有り 様で した。
午後になっても降り続き、道路
の」除雪を待ち望んでいましたと
ころ午後三時過ぎに停電となりま
した。三月とはいえ、夕方に向け
て気温も下がり寒さも増しており、
何よりも気掛かりなのは停電で、
道路の除雪もまだ終わらずパニッ
ク状況でした。
特に、ひとり暮らしのお年寄り
や高齢者の家庭は、主に電気コタ
ツに頼っており、暖をとることが
できなかった停電の時間は長かっ
たので、家庭をめぐり、声をかけ
てあげなければと思いました。

ーム「ライスケア高砂」では、土石
流が施設に流れ込み、入所者七名の
尊い命が奪われましたことは記憶に
新しいことでしょう。
二十七年前の山陰集中豪雨は、昭
和五十八年七月二十日から二十三日
にかけての梅雨前線の活動による記
録的な豪雨では、島根県三隅から須
佐にかけての被害は甚大でありまし
た。須佐では総雨量四〇八ミリに達
し、最大時間雨量は二十三日午前六
時に五二ミリを記録しました。
津田川下流の民家が、山地崩壊で
四名が生き埋めとなり、尊い人命が
奪われました。住宅の全壊十二棟、
床上浸水百五十棟、町道九十九カ所
破損等、被害は二十三億円と須佐町
誌に記載されており、災害はいつ、
どこで、なにが起きるか分かりませ
ん。

民生委員の制度ができて九十周年
を迎えました。委員は民生委員法で
定められ、児童委員は児童福祉法に
よって民生委員が兼ねることになっ
ています。
須佐地区は、民生児童委員は十七
名と主任児童委員二名で構成されて
います。委員は「社会精神を守って、
常に住民の立場に立って相談に応じ、
必要な援助を行い、もって社会福祉
の増進に務めるものとする」と規定
され、厚生労働大臣より委嘱されて
います。

地域において悩むことや困りご
と等、さまざまな問題を抱えてい
る方々に対し、常に相手の立場に
立って相談に応じ、悩み事の解決
ができるよう支援しています。
また、子どもたちが次の世代の
担い手として、個性豊かでたくま
しく、そして何より安全で安心し
て育んでいけるような地域になる
よう支援活動を進めています。
全国民児連では、
「第二次民生
委員発、災害時一人も見逃さない
運動」をスローガンとして取り組
みが行われています。
全国各地では、災害福祉マップ
づくりを行政、関係機関、団体と
の連携、情報の共有が実施されて
おります。
特にひとり暮らしの高齢者、七
十五才以上の高齢者二人暮らし、
障害者世帯等、災害時危険、災害
時要援護者台帳等の対応が急務で
あり、地域の支え合いが求められ
ています。
合併前の旧須佐町では、他町村
の関係者から福祉のまちと言われ
ておりました。
先人たちが築いた福祉のまちの
礎として大切に守りながら、孤立、
孤独をなくし、安心して住み続け
ることができるまちづくりを目指
すよう、励みたいと思います。

さきもり

七月二十二日（木）と八月三日（火）
、
各地域の歴史や伝統・文化・史跡等
を研修するため萩探訪ツアーを決行。
今回は、高速船おにようずで秘島
見島へ三十人が上陸。国指定天然記
念物の見島牛に迎えられ、日本に三
カ 所 の一 つと いわ
れ る 宇津 観音 寺の
正観音、 防人 の墓
と い われ るジ ーコ
ン ボ 古墳 群、 食事
は 海 の幸 満載 の豪
華 版 、暑 かっ たけ
れ ど も見 島を 堪能
したゾー。

題名「畳ヶ淵の硫」～須佐の愉快な仲間たち～作品

七月二十五日（日）、菊ヶ浜海水
浴場で「砂の芸術祭」が開催されま
した。
須佐公民館職員と須佐総合事務所
職員合わせた『須佐の愉快な仲間た
ち』八人が参加し、照りつける太陽
と砂にまみれながら作品づくりに挑
戦しました。
残念ながら、入賞にはいたらず、
部門別優勝とグランプリを隣の田万
川地域に独占され、悔しい思いで帰
りました。
この屈辱を晴らすため、打ち合わ
せを綿密にし「必ず入賞する」を目
標に、来年も参加する意気込みで解
散しました。
それにしても、暑かった（熱かっ
た）一日でした。

○と き ８月２６日（木）
開会 １８：４０
上映 １９：００～
○ばしょ 須佐文化センター

イワシは、沿岸性の回遊魚で、
日本では、イワシといえば、ニシ
ン科のマイワシとウルメイワシ、
カタクチイワシ科のカタクチイワ
シ計３種を指します。イワシは、
陸に揚げるとすぐに弱ってしまう
魚であることから、
「よわし」→「い
わし」と変化したと言われていま
す。最近の健康食ブームの中、栄
養面では、ＤＨＡやＥＰＡなどの
不飽和脂肪酸を豊富に含むことな
どで注目をあつめています。

■材 料（４人分）
イワシ４００ｇ
きゅうり１本
みょうが２個
しょうが少々
（調味料）
酢カップ１／２杯
砂糖、塩・しょうゆ各々少々

■作り方
① 生きのよい、小イワシの頭と
骨、皮をとり水できれいに洗い、
薄塩をしておく。

② きゅうりは、塩もみして、よ
く水分を取る。

③ イワシの塩を酢でさっと洗い
酢・カップ１／３と砂糖、しょ
うゆを少々加え味をつける。

④ みょうがは、千切り、しょう
がはみじん切りにして混ぜ、皿
に盛る。

こんにちは！私たちは、平
成十九年度から始まった『須
佐公民館放課後子ども教室』
のスタッフです。
突然のことで、最初は何が
何だかさっぱり分からず、と
りあえず子どもたちと何をし
ようか…それを考えるので精
一杯でした。
文部科学省の方針で、小学
生を対象に放課後の子どもた
ちの安全、安心な居場所づく
りとして、山口県下一斉に平
成十九年度から始まったこの
放課後子ども教室。
今では、どの地域でも定着
してきているようです。
須佐公民館では、
平日の毎週水曜日と長期
休校中の月曜から金曜の
午後毎日開催しており、
ものづくりや囲碁・将棋、
スポーツなど、子どもた
ちにいろんな体験をさせ
ながら、一緒に楽しく過
ごしています。
なお、私たちと一緒に
活動していただけるスタ
ッフをただいま募集中で
す。
「やってみたい！」と
いう方は左記までご連絡
を！お待ちしています。
○連絡先
須佐公民館（緒方）
℡ 六―二三一〇

二人きり静かな夕餉河鹿鳴く

夕風の散歩コースの鎌の月

梔子のほのかな香り夕端居

笹飾り夢は大きい園児達

（二 区） 品川 玉枝

（八 区） 岩本登志子

（二 区） 原山怜子

（五 区） 冨田 八重子

（八 区） 鈴木孝子

〈俳 句〉

蒸し暑き夜はやっぱり団扇かな

（八 区） 林二三子

うちわ

ゆうげかじか

ゆう は し い

身のたけに生きて八十路や栗の花

（六 区） 立野イネ子

くちなし

夕焼けに染まりて帰る鳥一羽

（一 区） 石川崇子

ね む

（一 区） 石川崇子

陽に咲いて夜は合掌す合歓の花

〈短 歌〉

御先祖の御魂迎へる盆会の灯
孫子集いて遺徳偲べり

紫陽花に身を乗せ休む雨蛙
雨にうたれてよろこび跳ねる（青葉台） 田村雅利

葉の陰に花びら見せて小さな美
胡瓜トマトが目を見張らせる（本町上） 岩本美子

１７

●須佐あおば勉強室「陶芸教室」
○と き ９月 日（金）
・ 日
（金）午前９時 分～ 時 分
○ところ 須佐公民館 多目的室
１１

○と き ９月 日（木）
午前 時～ 時
○ところ 須佐公民館 講座室

●須佐さつき学級「交通事故に遭
わないために」

３０

※各教室の詳細については、中程の
案内チラシで確認してください。

１１

地域内の小・中学校近辺の方で、
犬の散歩やジョギングなどをされる
方は、左記の時間を目安にまわって
いただき、子どもたちが安全に登下
校できるよう見守っていただきます
ようご協力をお願いします。
●登校時間
各学校とも 午前７時 分
～７時 分頃
●下校時間
【弥富小学校】 午後４時頃

【育英小学校】
低学年 午後３時 分頃
高学年 午後４時頃
【須佐中学校】
９月～ 月 日・・午後６時頃
月 日～ 月
・・・・・午後５時 分頃
冬季・・・・・・・午後５時頃
▼スポ少や児童クラブ、また学校の
都合によっては下校時間が変わりま
す。
～須佐地域青少年育成市民会議～
１０

１１

１０

１０

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

大変な猛暑が続いています。
毎日、汗だくになって一日を過ご
していますが、そのわりに体重はあ
まり変わらず・・・。七月中旬頃か
ら少々夏バテになり、おまけに風邪
をひいて扁桃炎に。治りかけてはぶ
りかえすこと３回。盆前になってよ
うやく体調がもとにもどりつつあ
る今日この頃です。
扇風機やエアコンは、今の時期、
とっても涼しくていいけど、ほどほ
どにということでしょうか？みな
さんも気をつけてください。
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。

２０

５０

３０

３０

○日時 ９月１９日（日）
午前８時３０分開会
○場所 須佐グラウンド
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