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どれどれ
入るかな？

↑ 作品を描く大海さん
← 山に囲まれた、のどかな
風景が広がる先生のアトリエ

大海さんの
作品は『大人
の塗り絵』も
ありますが、
頭の中で描い
た空想の絵も
多く、どれも
写真と見間違
えるほどすば
らしい作品で
した。
会員の皆さんは、ここぞとばかり
に、自分の塗り絵を先生に見ていた
だいたり、塗り方、色の出し方など、
今まで聞きたかったことをいくつも
質問していました。
研修後、
「大海先生に一歩でも近づ
きたい！」とますます作品への意欲
が湧いてきた教室の皆さん。
六月十九日（土）から始まる、須
佐地域の生涯学習作品発表でお目に
かかれると思います。どんな作品か、
今から楽しみですね。

五月二十一日（金）に、平成二十
二年度第一回目の須佐さつき学級を
開催。岩国市の錦帯橋周辺へショウ
ブを見に行きました。
参加者は二十三人。当日は、五月
晴れのとてもいいお天気で、絶好の
研修日和でした。

め か た け

お目当ての「ショウブ」は…時期
的には少し早く六月上旬が見頃のよ

うですが、旧目加田家住宅の庭にた
くさん咲いていました。白ヘビも見
れていいことありそう…。

↑ 岩国城中。
刀剣、武具などたくさんの
展示物が並んでいました。

～ショウブ～「咲いててよかった…」

平成十九年度から須佐公民館で
開催している「おもしろ学級・色え
んぴつ画教室」が、五月十四日（金）
、
念願の色鉛筆画の先生に会いに、美
祢市へ「研修視察」に行きました。
先生の名前は大海康史（おおうみ
やすし）さん。料理人だった大海さ
んは大病で倒れ、今は療養しながら
年間約四百枚の色鉛筆画を描いてい
ます。

大海先生に、自分の塗り絵を見ていただいている参加者

全長１９３．３ｍの錦帯橋をゆっくり渡る参加者

↓ 高速道路のパーキ
ングエリアで「甘栗」
を買う参加者。

スポーツをとおして相互の親睦を
深め、健康増進につなげることを目
的に五月十六日（日）
、須佐中学校体
育館及びグラウンドで『エンジョイ
スポーツ大会』が開催されました。
ソフトバレーボールでは、七チー
ム（三十九人）が参加し、予選リー
グ・トーナメント方式で試合が行わ
れました。
白熱した試合にもかかわらず、参
加者は終始笑顔でプレーを楽しんで
いました。

２人の競り合い…それを見守る両選手たち

皆さん、お疲れさまでした。

優 勝 入江・水海Ｂチーム
準優勝 本町・河原丁チーム
三 位 堀田・上三原チーム

↓ ２人のガードもなんのその

↑ 相手チームの強烈なアタック！
「やったー！とれたー！」

一方、日差しが照りつける青空の
真下では、参加者七十七人がグラウ
ンドゴルフを行いました。
ゲームは個人戦でＡ、Ｂ二つのコ
ートを二回ずつまわり、計四コース
のスコアで競いました。
今回は二十四人がホールインワン
を出すなど会場は大変にぎわってい
ました。
当日のコースづくりには、須佐グ
ラウンドゴルフ協会の方に協力して
いただきました。
ありがとうございました。

優 勝 有地信人（山根丁東）
準優勝 山縣セツ子（松原）
三 位 本多輝行（河原丁）

最後は、一打で決めることができるか？

六月十三日（日）に予定してい
た「須佐地区対抗バレーボール大
会」は、諸事情により六月二十七
日（日）に変更となりました。

～お詫び～

有地信人（山東）
、山縣セツ子（松原）
、
海老谷茂（下下）
、弥重南椰子（河原
丁）、緒方恭次（山東）、大長繁（松
原）、三浦実（本町上）、佐々木繁美
（山東）、亀石勇（山西）、大賀久代
（高山）
、吉谷進（本町）
、山﨑尚（ま
てかた）、大草勝（松原）、田村定治
（本町）、中村ミサ子（高山）、野﨑
哲利（浦中）、高田民與（高山）、藤
岡政弘（青葉台）
、齊藤元男（本町）
、
中村晋（堀田）、品川功（堀田）、大
長浩一郎（松原）
、福島由起子（松原）
、
福島雅樹（松原）

こんなところからも打ってい
ました。

優 勝
準優勝
三 位
三 位

七 区チーム
十 区チーム
九 区チーム
十一区チーム

弥富グラウンドを会場に、八コー
スを二回ずつまわり二ゲームをおこ
ないました。朝から日差しが強く、
プレー前から汗ばむくらいの暑さで
したが、参加者の皆さんは、終始な
ごやかにプレーを楽しんでいました。
各地区六人編成の上位四人のスコア
で成績を競い、一打差の中に上位四
チームがひしめく大接戦となりまし
た。

ホールポストへ入るかどうか・・・一打も無駄にはできません。

六月六日（日）
、健康増進、相互の
親睦を深めることを目的に、体力つ
くり弥富地区対抗ソフトバレーボー
ル・グラウンドゴルフ大会が開催さ
れました。
泥落としも兼ねた毎年恒例のこの
大会。四区チームの藤山恒さんのは
つらつとした選手宣誓から始まり、
今年も大いに盛り上がりを見せまし
た。ソフトバレーボールは九地区、
グラウンドゴルフは全地区十三チー
ム、応援も含め約二百二十人の方に
参加していただきました。
参加者の皆さん、大会役員の皆さ
ん大変お疲れさまでした。

弥富体育館、弥富小学校体育館を
会場に、予選ブロックから白熱した
試合が展開されました。

↑ フェイントをかけて…
「あっ、しまった！」

決勝戦はＡ、Ｂのブロックから勝
ち上がってきた七区チームと十区チ
ームの対戦となり、レベルの高い試
合展開となりました。結果は次のと
おりです。

↓ 優勝旗をもらってうれしそう
な七区チーム

表彰式の様子
３チームの皆さん、おめでとう！

福島洋子（一区）
、有田ヤス子（六
区）、住田マサヱ（六区）、立野文
子（六区）
、河村重夫（九区）

～ホールインワン賞～

（上位四名のスコア）
優 勝 五 区チーム １９８
準優勝 十二区チーム １９８
三 位 六 区チーム １９９
※同一スコアの場合、上位五名の
スコアで決する。

ちょっと当たりが悪かったかな…
→

六月二日（水）
、弥富公民館で平成
二十二年度第一回目の弥富やよい学
級を開催しました。
第一回目は、
「食と農の知っ得！講
座『よくわかる食品安全』
」という演
題で中国四国農政局事務所地域第一
課の職員が来られ食品の安全な知識
についてお話しされました。
参加者四
十二人のう
ち過半数が
輸入食品や
食品添加物
を気にして
い るらし く、
「食」は毎
日の生活の
中で欠かせない要素であり、特に感
心があるようです。

質問に手をあげる参加者

かゆ

くとも二時間以内）に出現するアレ
ルギーの全身発作です。全身の痒み
やじんま疹、むくみ、吐き気や嘔吐、
下痢、鼻詰まりやくしゃみ、息苦し
さや喘鳴、元気のなさや不機嫌など
が見られ、血圧低下、意識消失や呼
吸停止を起こすこともあります。こ
れらの症状は、分単位で進行します。
食後、これらの症状が現れたときは、
大至急医療機関を受診してください。
食物アレルギーを治すためには
「原因となる食品の必要最小限の除
去」以外にありません。アレルギー
症状が現れるたびに症状は悪化しま
すが、原因食品を食べないでいると
成長とともに症状は弱くなって消え
ていき、なんでも食べられるように
なります。
しかし、食事の制限を厳しくしす
ぎる（不必要なものまで過剰に制限
する）と、子どもさんの成長や生活・
情緒に悪影響がでます。除去する食
品が多くなると、続けることも難し
くなります。同じ食品でも、食べ方
や食べる量によってはアレルギーが
出ないこともあり、アレルギーを起

弥富診療センター
所長 中 山 隆 安
赤ちゃんの顔に湿疹ができて困っ
た経験があるお母さんは、少なくな
いと思います。最近では、この湿疹
の大部分が食物によるアレルギーで
あることが分かってきました。早い
時期に適切に対応しないと命にかか
わる発作をおこす危険があり、喘息
やアトピー性皮膚炎、花粉症などに
広がることもあります。
食物アレルギーの最初の症状は、
乳児期の湿疹であることがほとんど

ぜんめい

です。特に顔面から始まる痒みを伴
う慢性湿疹は、食物アレルギーの可
能性があります。授乳期に母乳に含
まれるアレルギーの原因物質は、マ
イクログラム（百万分の一グラム）
単位ですので、湿疹以上の症状が出
ることはまずありませんが、離乳食
の時期になると、グラム単位で原因
物質を摂取するようになるので、じ
んま疹・紅斑などの強い皮膚症状や
喘鳴・呼吸困難などが出現すること
もあります。
「アナフィラキシー」は、原因と
なる食べ物を食べて十五分以内（遅

こしていた食物が、一年たつと無
害なものになることもあります。
食物アレルギーの可能性があれば
専門の医師に相談して「適切な対
応について指導を受けましょう。
「食物依存性運動誘発アナフィ
ラキシー」をご存じですか？
原因食物を食べて四時間以内、
（多くは一～二時間以内）に運動
したときに、じんま疹や喘息症状
が出現し、命を落とすこともある
恐ろしいアレルギーの特殊型です。
原因となる食物を食べただけ、も
しくは運動しただけでは症状は出
ません。原因となる食べ物は、小
麦、貝殻類、木の実などが多いの
ですが、エビやカニが原因の場合
には中学生・高校生で初めて経験
する子どもさんもいます。一般に
運動量が多いほど症状が強く出る
傾向があります。
昼休みや昼食後の体育などに、
身体が痒くなったことや息苦しく
なったことのあるお子さんは、こ
の病気の疑いがあります。医師の
診察を受けてください。
学校や地域の行事などで子ども
さんのお世話をするときは、食直
後に運動をしないように計画しま
しょう。

期 間 平成２２年９月～１１月の毎週火曜日、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 です。
申込み 須佐公民館（６－２３１０）へお願いします。
その他

①１１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。
②資料コピー料（１枚１０円）
は個人負担です。
③受講料は無料です。

へんしゅう

御神本主殿
こたび

よう

いだ

右、此度御 編 輯 御 用
有之（これあり）候（に）
付、本人精治郎父益田右
衛門介年譜、早々調 出
し候様被仰付（仰せ付け
られ）候事。
但、生死年月日を
始め一身へ当る
諸沙汰物写、文武
稽古の次第。
（益田親施の履歴書を出す
よう書かれている）

学生時代からスポーツ大好き人
間。青年団活動の中で特にバレーボ
ールに夢中になりました。そのころ
体育指導委員を引き受け、ニュース
ポーツの普及や実践、ママさんバレ
ー、スポ少バレーの指導など・・・。
ただ自分が好きだから続けられた
と思います。今回の受賞は、一緒に
楽しませてもらった皆さんと共に
頂いたものと感謝しています。あり
がとうございました。
（三浦 実）

長年のスポーツの普及・推進活動が認められ、本町上の三浦実さんが萩市
体育協会体育功労賞を受賞されました。おめでとうございます。

ねらい
須佐の歴史は、これまで多くの方により研究されてきました。こ
の勉強会では、今日まで残されてきた古文書（行政文書）の判読作
業をとおして、古文書の読み方を学習するとともに人物や史跡等に
ついても学習します。

ぬた和えは、なますの一種で酢味
噌であえた昔ながらの郷土料理です。 ■材料（４人分）
ぬたの由来は、味噌のどろりとした
イカ・・・１００ｇ
見た目が沼田を連想させることから、
ねぎ・・・２００ｇ
この名前が付いたと言われています。
（からし味噌）
ぬたに入れるものは、ねぎなどの野
練りがらし小さじ４
菜類、イカやフカなどの魚類、青柳
白みそ・・・大さじ１
などの貝類、ワカメなどの海藻類を、
砂糖・・・大さじ１
酢味噌やからし酢味噌で和えた料理
酢・・・大さじ２
で、特に何がなければいけないとい
調味料・・・少々
う決まりごとはありません。
今回は、イカを使った料理を紹介
します。

作り方
① イカは足などをとった上身を用
い、細切りにし熱湯をかける。
② ねぎは洗って、２～４ｃｍの長
さに切り、酢としょうゆをふりか
け下味をつけておく。
③ からし酢味噌を作る。
すり鉢に白みそ、砂糖、練りがら
しを入れてよくすり、酢を少量ず
つ加え、なめらかにすりつぶす。
④ 食べる直前に①②をからし酢み
そであえ、器に盛りつける。

※イカを湯びく時には、さっと湯
びく方が良い。ゆっくり湯びくと
硬くなる。

須佐文化振興会（西村武正会長他九十五名）
は、須佐地域の文化の振興を目的に、平成二十年
四月二十二日に発足しました。
須佐地域には、過去の文化の繁栄を伝える歴史
文化（民俗文化等含む）や現在に活躍する芸術文
化、そして衣・食・住など生活自体を支える生活
文化等広範囲なものがあります。
本会では、
「歴史文化」
「芸術文化」
「生活文化」
「教育文化」の四部門を中心に、それぞれの団体
が連携しながら、各種事業を展開しています。
具体的には、郷土の歴史を知るための「歴史探
訪」や芸術文化にふれる「ふれあいコンサート」
の開催、生涯学習活動への参加等地道な活動を行
っています。
★只今一緒に活動していただける会員を募集し
ています。
年間会費五百円
連絡先は、須佐公民館 緒方まで
（℡ ６―２３１０）

おもしろ講座(「益田氏と萩藩」5/29)研修で

〈俳 句〉

速達でマスクを送る走り梅雨

故郷の水は清らか螢飛ぶ

（横屋丁） 茂刈富江

口中に幼日もどる茱萸熟す

（上三原） 村岡万子

（青葉台） 津守モト子

（山根丁東） 仁保逸朗

めだか鉢朝な夕なに孵化を待つ

（下三原下） 石橋東岳

ぐ み

春が行き今年の暑さ気にかかり

（まてかた） 山﨑 尚

高山の姿見えざり蝉しぐれ

（六 区） 立野イネ子

（青葉台） 津守マキ子

ふ か

金魚売り天秤棒が路地に揺れ

高津川鮎釣る人はあれはだれ

（一 区） 石川崇子

はやて

同居とは咲き抜けて行く春疾風

〈短 歌〉

（青葉台） 田村雅利

君と云う言葉に春の光あり
カラのポッケに思い出つめ込み（一 区） 石川崇子

ひと束の芍薬届けし弟は
また来ると言う笑顔残して

題 『自分の体、自分自身で守り抜く』
演

市
主催：萩

●須佐さつき学級「音楽療養教室」
○と き ７月 日（火）
午後１時 分から
○ところ 須佐老人憩いの家
○講 師 宮崎真理子・宮本千文
○対 象 須佐地区の一般成人
○持参物 年会費５００円（初参
加者のみ）
。その他、水分補給の飲
み物。
○申込み ７月６日（火）までに
須佐公民館まで
３０

○文化発表 ６／２０（日）９時～
○特別講演 ６／２０（日）
午後１時４５分～
○作品発表 6/19(土)～6/21(月)正午まで
★お問い合せは、各公民館へ
須佐公民館 ６―２３１０
弥富公民館 ８―２０４４

１３

会 場
日 時

須佐公民館
７月３日(土)
午後１時３０分から３時
受講料
無 料

みばらあいこ

話し手 美 原
愛 子
【講師紹介】
1983年生まれ。田万川で育つ。日本体育大学
卒業後、健康運動指導士取得。

～お詫びと訂正～

青葉台 田村雅利

卯月櫻ふたはらみひら
はらはらと
美酒に酔いたる
花冷えの宴

卯月櫻ふたはらみはら
はらはらと
美酒に酔いたる
花冷えの宴

先月号（５月号）の公民館だ
より「生涯学習コーナー 短歌」
に誤りがありましたので、お詫
びして訂正いたします。

(萩市文化・生涯学習課 ℡０８３８－２５－３５９０)

衝撃的なニュースとなった鳩山総
理大臣の辞任。短期間で替わってし
まう首相に、私たち国民の生活はど
うなっていくのか、不安はつのるば
かりです。
今の私たちにできることは、毎日
の生活を精一杯、楽しく過ごすこと
ではないでしょうか？子どもたちに
明るい未来を切り開くためにも、身
近なことから子どもたちと一緒に考
え、そして文化を伝承していくこと
を目標に頑張りましょう！
編集者 Ｏ・Ｅ

