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六月十九日（土）から二十
一日（月）の三日間、須佐公
民館及び須佐文化センターで
毎年恒例の「須佐地域生涯学
習発表会」が開催されました。
二十日の『文化発表』では、
フォークダンスや詩吟、カラ
オケ、コーラス、三味線、よ
さこいなど十三団体が日頃の
練習の成果を披露しました。
また、今年は放課後子ども教
室も参加し、「ちょるるダン
ス」で会場を盛り上げていま
した。来場者は約三百七十人
でした。
発表団体のみなさん、大変お疲れさまでした。

六月十九日（土）から二十一日（月）
の三日間開催された『作品発表』で
は、絵手紙や編み物、陶芸、書、色
鉛筆画、粘土細工など二百二十八点
の作品が須佐公民館一階と二階に展
示され、来場者の目を和ませていま
した。
作品は、どれも個性あふれるもの
ばかりで、中には「これ売ったらい
いのに」と言われる方もいました。
来年もどんな作品が出るか、楽し
みです。

どれもすばらしい作品でした。

一方、販売では、
お弁当が完売。ルー
ラルのお饅頭もよ
く売れていました
が、全体的に人の出
入りが少なかった
ようです。
また、昼食時、来
場者は、お友達と一
緒におしゃべりを
しながら楽しく過
ごされていました。

六月二十日（日）の午後
からは、皆さんお待ちかね
の『特別講演会』が開催さ
れ、約二百人が来場しました。
講師は、元ＮＨＫアナウンサーで
歌手の吉川精一さん。来館する際に、
飛行機が宇部空港へ着陸できなくな
り急遽、福岡空港へ着陸。開催時間
を少し遅らせるなどのハプニングも
ありましたが、笑いあり、歌ありの
楽しい講演となりました。
なお、吉川さんの後輩で、ＮＨＫ
山口の安田晋一郎アナウンサーも会
場後方で見守っていました。

公演終了後、吉川さんのＣＤ販売横でサイン会も行
われ、来館者が殺到しました。

楽しいお話のあとの、一曲・・・。アナ
ウンサー時代の吉川さんと違って、声に
も深みがあり、どっしりと構えて歌って
いる姿に来場者も聞きいっていました。

第二十回須佐地域生涯学習発表
会の開催期間中、地域の皆様のご
参加と関係各位のご協力をいただ
き、厚くお礼申し上げます。
また、この場をお借りしまして、
生涯学習発表会にご協賛をいただ
きました皆様に重ねてお礼申し上
げます。
おかげをもちまして、本発表会
を盛大に開催することができ、初
期の目的を達成することができま
した。
今後とも、地域の生涯学習活動
の推進に格別のご理解とご支援を
賜りますようお願い申し上げ、誠
に失礼ではございますが、本紙面
をもってお礼の挨拶にかえさせて
いただきます。

生涯学習発表会実行委員会
委員長 和田光生

六月十八日（金）
、弥富公民館でさ
つき学級（高齢者学級）が開催され
ました。今年度、最初のさつき学級
は、須佐総合事務所市民窓口部門の
杉山恵美子保健師に「日常の健康管
理」というテーマでお話していただ
きました。
「健康」とは、どういうことなの
か。「病気と仲良く付き合う」「今あ
る機能を失わない」ことが重要であ
り、そのためには、日常の生活の中
でどのようなことに注意したら良い
かなど、学級生の皆さんに役立つお
話でした。
今回も四十八人の多くの方に参加
していただきました。
笑顔で講演する杉山
保険士

六月十一日（金）弥富交流促進セ
ンターにおいて、萩夏みかん・弥富
どんぐり合同カラオケ発表会が開催
されました。
今回は、弥富どんぐり会の引き受
けということで、萩夏みかんを弥富
に招いての開催でした。いつもご指
導いただいている貴船翠風先生をゲ
ストにお招きし、三十一人が日頃の
成果を発表しました。貴船翠風先生
の「萩の女」など三曲ご披露いただ
き、観客の皆さんも多いに盛り上が
りました。
会場準備、当日の進行など弥富ど
んぐり会の皆さま、大変お疲れさま
でした。

市民の手づくりによる人づくりや
まちづくりを目指すことを目的に、
七月三日（土）須佐公民館で「萩お
もしろ雑学セミナー」が開催されま
した。
今回は、健康運動指導士の美原愛
子さんによる「自分の身体、自分自
身で守り抜く」というタイトルで講
演されました。
「運動は同じことをコツコツやる
ことが大事。筋肉は腿（もも）から
落ちるので、毎日筋力トレーニング
を実行してください。『継続は力な
り』です」と美原さん。参加者から
は「凄く楽しかった！」
「今日から実
践しよう」という声が聞かれました。
まさに、
『自分の体、自分自身で守
り抜くのはあなた』です。

元気パワー全快で参加者に指導する美原さん

毎年恒例となった「須佐地区対抗
バレーボール大会」が、六月二十七
日（日）
、須佐中学校体育館を会場に
開催されました。
今年の参加は五チーム。梅雨の蒸
し暑い中、一チーム九人の選手たち
が汗を拭いながらコートの中で熱戦
を繰り広げました。
最初に予選リーグを行い、上位四
チームが決勝トーナメントへ進出。
また、予選リーグでは、すべての試
合が三セット目にもつれこむなど、
応援側も大変な盛り上がりでした。
大会結果は次のとおりです。

優 勝 堀田・上三原・下三原・
高山（混成）チーム
準優勝 松原チーム

今年で四回目となった『須佐ふれ
あいコンサート』が七月九日（金）、
須佐文化センターで開催され、約三
百三十人の方が来場されました。
バイオリンの Masaki
さんとピアノ
の中島剛さんは、この須佐地域でも
ファンがいるぐらいの人気ぶり。そ
れに、今年はチェロの山際奈津香さ
んが加わってのすばらしい音色のコ
ラボに、来場者は、ただただうっと
り聞き入っていました。
来年もきっと来ていただけるもの
と期待しましょう・・・。

勉強に集中した。不思議と成績も良
かった。
高校時代、遅い反抗期を迎えた私
は、父が部屋に入るのを拒んだ。「毎
朝なぜ来るん？もう来んで」父は一
瞬淋しそうな顔を見せ、それ以来姿
を見せなくなった。その罰が当たっ
てかどうか、緊張の糸も切れたのか、
成績も急降下。あの時父に「来るな」
と言わなかったらもっと勉強して、
人生変わっていたかも（笑）。
歴史は繰り返す。今、私もテーブ
ルの上で宿題や問題集を広げる息子
と娘の側で専門書を読んでいる。
「母
が眩しいから」と私の部屋に来てい
た父。この歳になり「本当は私のこ
とが心配で下手な理由を付けて見に
来ていたのではないだろうか。あれ
が口下手な父の精一杯の愛情表現だ
ったのではないだろうか。」と思え
るようになった。それに、熱中し楽
しそうに文庫本を読んでいる父の姿
が妙にかっこよく映った。

萩市立須佐中学校
教諭 田 村 秀 一
「おい、行くぞ！」「来い！」
土日の夕方。最近、時間が合うと
裏の空き地で小五の息子とキャッチ
ボールやバッティング練習をしてい
る。あまり運動をしていない中年の
私には少々きつい時もあるが、我が
子の笑顔には代えられない。大好き
な阪神タイガーズの帽子を被ってグ
ローブを構える息子に対し、老体
（？）をムチ打ちノックをする（笑）。
遡ること二十数年。中学時代サッ
カー部に所属し、毎晩ヘトヘトにな
った私の生活スタイルは、早寝早起
き。毎朝五時過ぎに起きて勉強をし
ていた・・・。いつの頃からだろう
か、私の部屋に文庫本を持った父が
現れるようになった。「布団でスタ
ンドをつけて本を読むと母さんが眩
しいから」が大義名分のようだ。毎
朝起きて、私が勉強を始めると、父
は入ってくる。「おっ、がんばっと
るの！」それだけ言うと、畳の上に
寝転がって、うれしそうに本を読み
始める。父がいるので休もうにも休
めない。父にいいところを見せない
といけないし、褒めてほしいので、

北川八郎氏は「戸が笑う」と言う。
「繁盛店の戸は笑い、光を放ち、
人を呼び寄せる」と。「人生を楽
しんでいるオヤジの背中を子ども
達に見せたい」と思えるようにな
った。ユダヤ人は子どもに「財産
ではなく知恵を残す」と言われる。
景気低迷で先行きの見えない不
安な時代。だからこそ、親が明る
く楽しんでいる姿を見せることで、
「人生は明るく楽しい。辛く悲し
いことがあっても、きっとよくな
る」という理念みたいなものを残
したい。
子が親を、親が子を殺す時代。
寂しさと悲しさを感じずにはいら
れない。せっかく縁あって家族に
なり、同じ屋根の下に暮らすこと
ができたのに・・・。一度しかな
い人生、家庭も子育ても楽しみた
いものだ。
「パパ、何しよるん？ 野球し
よう。」 息子が玄関先から呼ん
でいる。今日はどんなドラマが待
っているかな・・・。

１、趣
旨
人権に対する正しい理解と関心を深めるため、啓発作品を募集し、
その優秀作品を地域内に紹介する。
２、応募資格
地域内に在住あるいは、勤務・通学している者
３、応募作品の種類
ポスター・作文・詩・標語・短歌・習字
４、締め切り日
平成２２年９月２１日（火）
５、提出先
萩市須佐総合事務所市民窓口部門
６、表
彰
各種類ごとに優秀賞を選定し、記念品を贈呈する。

お問い合せは・・・萩市須佐総合事務所
市民窓口部門 ６―２０１７ まで

萩市・須佐地域人権教育推進委員会

とびうお（飛魚）のことを、九
州や日本海沿岸では、あごと呼び、
初夏から夏にかけて旬を迎えます。
小骨の多い魚ですが、脂肪分が少
なく、淡白な味は、塩焼きやフラ
イ、刺身、ちくわなどの加工品と
して食べられています。今回は、
あごのミンチを具とした、郷土料
理を紹介します。

■材料 あごミンチ２００ｇ タ
マネギ１／２個 人参１／２本 片
栗粉少々 卵１個
青ねぎ少々
味噌６０ｇ
塩少々

■作り方
① あごは三枚におろし、皮をは
ぐ、皮をはいだものをフードプロ
セッサーにかけてミンチ状になる
までよく攪拌する。
② ミンチ状になったあご２００ｇ
をすり鉢に入れ、卵、塩、片栗粉
を入れすり合わせる。

③ タマネギと人参は、千切りに
する。
④ 鍋に４人分のだし汁を入れて
野菜を入れ沸騰してから、あご
のミンチをスプーンで丸くすく
い鍋に入れて煮る。
⑤ 最後に味噌 ６０ｇを入れて
味をみて、器に入れてから刻み
ねぎを散らす。

私たち「阿北岳誠会」は、
現在、会員二十八名でがんば
っています。
練習は、毎月二回須佐公民
館で、毎週金曜日に三原の集
会所で開催しています。
活動は、一月・六月・十月
に田万川で発表会。津和野と
の交流会が年二回。萩吟剣士
武道大会、門司で本部大会な
ど盛りだくさん。
目標があるほど、練習も熱
が入ってます。
なお、会員も年を取り減少
しつつあります。詩吟の文化
を継承していくため、ただい
ま会員募集中です。

夏祭り寄付の集めに汗をかく

一枚を脱いだり着たり夏初め

旅支度はやる心に夏衣

（青葉台） 津守マキ子

（浦 西） 林 竹子

（上三原） 村岡万子

〈俳 句〉
仲間をつくりたい方、
ぜひ一緒に声を出してみ
ませんか？

向日葵に熱い視線で見送られ

（まてかた） 山崎 尚

○連絡先
新谷順一（まてかた）
℡六―三四二五

（青葉台） 津守モト子

（山根丁東） 仁保逸朗

何処までも付いて来たがる夏帽子

鬼灯をならす口中調べる子

（一 区） 石川崇子

（横屋丁） 茂刈富江

列島は北に菜の花西あやめ

（六区） 立野イネ子

ソーダ水恋をたくらむ泡はじけ

恋心鳴いて傅えるホトトギス

〈短 歌〉

垂乳根の暖かき懐乳房さへ
知らで幼は牛の乳飲む

（青葉台） 田村雅利

（一 区） 石川崇子

た ら ち ね

闇深き川辺に映ゆる螢灯は
郷の夜空に彩り添えて

必殺の構えで家内駆け巡る
取り逃がしたる百足を追いて（本町上） 岩本美子

第 回目を迎えた社会を明るくす
る運動の強調月間（７月）にあわせ、
啓発パレードや街頭でのビラ配り、
学校訪問等が、保護司会や更生保護
女性会、ＢＢＳ会をはじめ各団体の
協力により実施されました。
３日（土）
、須佐総合事務所で行わ
れた啓発パレード出発式では、法務
大臣メッセージの伝達や須佐保育園
児の遊戯が行われ、雰囲気を盛り上
げました。パレードは雨の降る中、
須佐・弥富の２班に分かれパトカー
の先導により各団体が須佐地域内を
巡回しました。

６日（火）には地域内の小中学校
を訪問し、犯罪や非行の防止を訴え
ました。

地域のみなさんが「社会を明るく
する運動」と書かれたタスキを掛
けて、啓発運動に協力します。
お疲れさまです。

●夏休みのびのび教室「そーめん
流し」
○と き ８月４日（水）
午前 時～
午後１時 分
○ところ 益田館（現地集合）
○対 象 小学生とその保護者
○参加費 一人３００円
○その他 弥富地区の方は、送迎
車を用意します。弥富公民館まで
連絡してください。

●萩おもしろ雑学セミナー「え？
す ごい ！科 学の 不思議 に感 動で
す！そして感動をお持ち帰り？」

３０

○と き ８月 日（木）
午後７時 分～８時 分
○ところ 弥富交流促進センター
○話し手 越ヶ浜小学校
松田光一 様
○申込み ８月 日（金）までに
弥富公民館へ
３０

須佐公民館では、１階ロビーに「忘
れ物コーナー」を設置しています。
お心当たりのある方は、見にいらし
てください。なお、品物は９月以降
に処分いたします。
★広報紙問い合わせ先
○須佐公民館 ６―２３１０
○弥富公民館 ８―２０４４

須佐へ嫁いで十六年。家の横で生
い茂っている木に、初めて柚のよう
な大きさの実がなっていたのに気
づいたのが昨年の冬。なんだろうと
思って、とって食べてみると、柚で
はなくてみかん？すっぱい！
今はひとまわり大きくなって、２
個ほどついているそれは、まさしく
夏みかん！そこで初めて、家の横で
生い茂っている木が夏みかんの木
だと知りました。子どもの成長とと
もに育ってきてたんですね。
（まだ
実のなる木がありそうな予感…）
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。

１０

１９

３０

１３

60

