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はい、チーズ！

よ い し ょ
っ！

行きのバスの中では、話が
盛り上がる参加者

平成二十二年度、須佐あおば勉強
室第一回目を、五月七日（金）に開
催し、俵山へ視察研修に行きました。
朝の出発前に、須佐公民館で開講
式を行った後、五十人がバスへ乗り
込み、いざ俵山へ出発！
シャクナゲ園、熊野山公園のつつ
じ観賞、そして最後に角島へ…。帰
りのバスの中では、皆さん疲れてぐ
ったりしていましたが、
「ほんと、来
てよかったね」と喜んでいました。

シャクナゲ園で…。
真っ赤なシャクナゲの前で記念写
真「きれいに撮ってね」

角島橋を渡り燈台へ…。
見晴らしは最高！大きな燈台でした。

↑ 斜面をよく見ると
わらびが…。
「ちょっと
取らせてね」
→ 熊野山公園で…。色とりどりのつつじが、とてもきれいでした。

平成二十二年度、
「春の花いっぱい
コンクール」が開催され、審査の結
果、須佐地域から左記の個人・団体
が受賞されました。

いつも種類豊富な花壇。
「虫が付いたり、
ネコが入ってきたり…」と管理も大変そ
うだけど、いつも玄関は華やかですね。

銀賞 原田好里（山根丁東）

きれいに並んだプ
ランターの花、とて
もきれいでした。

【ガーデニング・プランター部門】
銅賞 生活支援ハウス 寿

ほっと花壇賞 上崎タケコ（寿）

若い頃から花を咲かせてい
る上崎さん。写真を撮りに
伺うと、いつも笑顔で迎え
てくれます。

【地域・職域団体の部】
奨励賞 弥富保育園

【個人の部】
金賞 柴田静江（中津）
２回目の金賞 さすが！みごとです。

平成２０年度の秋から続けての受賞。
「一番大変なのは草が生えること。職員みんな
で草を取りを頑張っています」と笹倉園長。お
疲れさまです。

昭和十六年生まれ。昭和三十八年
に早稲田大学文学部演劇専修を卒業
後、ＮＨＫアナウンサーとして入局
されました。
テレビでは、皆さんおなじみの「昼
のプレゼント」「連想ゲーム」「のど
自慢」など名司会者として数多くの
番組に出演されました。
その後、五十七才で定年、ＮＨＫ
を卒業し第二の人生へ・・・。平成
十年九月。ついに少年の頃からの夢
だった演歌歌手デビューが実現。

デビュー曲「淑子（よしこ）は何
処（どこ）に」をはじめ、たくさん
の曲を歌い続けています。

【講演会日程】
日時 六月二十日（日）
午後一時半～
場所 須佐文化センター
演題
『笑いと涙の九十分
人生いつもありがとう』

須佐婦人会や須佐更生保護女性会
など須佐地域内の八女性団体で構成
される萩市女性団体連絡協議会須佐
支部の総会と事業報告会・研修会が、
五月十一日（火）須佐公民館で開催
されました。
午前中の総会では、二十一年度事
業報告・決算報告と二十二年度事業
計画案・収支予算案が審議され、役
員改選が行われました。

杉山久美子さんの講演の様子

午後の事業報告会・研修会には、
各団体から七十五人の会員が参加、
総会で決定された内容が報告されま
した。研修は、岩国市の杉山久美子
さん（エルワークス代表）による講
演「須佐地域の地質と地球の歴史～
身近にある大自然～」が行われまし
た。
●新役員（敬称略・団体略称）
支部長
野村順子（食生活改善）
副支部長 明山淳子（更生保護）
理 事
伊藤いく子（ＪＡ須佐）
青木智恵（生活改善）、
斉藤道子（漁協須佐）、
結城秀子（ＪＡ弥富）、
中野道枝（商工会）
会 計
笠内栄子（婦人会）
監 事
村田明美（ＪＡ須佐）
佐々木由起枝（漁協須
佐）

■は指定地域

現状変更行為とは・・・

萩市には、国指定（選択・選定・登録を含む）四九件、県指定三四件、市
指定一三三件、計二一六件の文化財があります。須佐地域に係るものとし
ては、国指定三件、県指定二件、市指定二三件、計二八件の文化財があり
ます。
文化財は地域の宝であり、みんなで守って後世に伝えていくことが大切で
す。

指定地域案内図

文化財保護法第一二五条により、史跡、名勝、
天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保
存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文
化庁長官（又は萩市教育委員会）の許可を受けな
ければなりません。
特に国指定名勝及び天然記念物「須佐湾」にお
いては、指定範囲も広く、自然の特色を豊富に有
していることから、保存管理計画を作成し、これ
に基づいて保存管理を行っているところです。

国指定名勝及び天然記念物「須佐湾」

・建築物（工作物）の新築、増改築または除
去等
・土地の形状の変更
・文化財の管理に必要な施設の設置、改修ま
たは除去
・埋設されている電線、ガス管、水道管また
は下水管の改修
・木竹の伐採、土石類の採取等

無許可による現状変更行為は法や条例に基
づき罰せられます。

郷土の文化財を守るため、みなさんのご理

廻船図絵馬（栄徳丸）
1804 年
奉納年が判明する中で最

解とご協力をお願いします。
ｍ（－－）ｍ

文化財ニュース

す

さ ほう

平成 22 年 3 月 11 日に、「須佐宝
せ ん じ

【 問い合わせ先 】
須佐公民館

TEL 08387-6-2310
FAX 08387-6-2030

萩市文化財保護課

TEL 0838-25-3299
FAX 0838-25-4011

こうていしゃ ほうのう ふな

え

ま

泉寺 ・黄帝社 奉納 船 絵馬 」が、新たに
重要有形民俗文化財として国の指定
を受けました。
北前船の時代の海上交通に関わる
信仰資料として質的にも量的にも貴
重な資料であり、49 点という数量は西
日本では最多を誇ります。

平成二十年度からスポーツ振興会
及び公民館主催のスポーツ行事につ
いては、これまでの須佐地域スポー
ツ災害共済会基金をもって、行事ご
とに民間保険に加入してきたところ
です。
平成二十一年度は、須佐、弥富地
区のスポーツ行事、計 八大会に保険
加入を行いましたが、一年間無事に
各種大会を終えることができました。
平成二十二年度も、引き続き地区
対抗のスポーツ行事は、基金をもっ
て民間保険に行事ごとに加入し、住
民の皆さんに安心してスポーツ行事
に参加していただける環境を整えま
すので、各種大会へ積極的にご参加
ください。
なお、スポ少・婦人会・老人クラ
ブ・スポーツ団体等の各種行事はこ
れまで同様、対象外となります。各
団体でスポーツ傷害保険に加入して
ください。
須佐スポーツ振興会
会長 井原弘志

えさ

すじ

ほ

竹竿や餌の作り方を教わったようで
す。たくさん釣って見せに行き、な

たけざお

当時、共働きの家庭の子は、放課
後や夏休みは野放し状態で、ご近所
の方々には大変ご迷惑をおかけしま
したが、大きな声の挨拶のおかげで
「元気でええのう」と可愛がられ、
見守っていただきました。
釣り名人のＳじいちゃんには、

育英児童クラブ
指導員 緒 方 法 子

しつけ

我が子が母親の私に付けたあだ名
は「ティラノ」
。恐竜の中で最も強大
な「ティラノザウルス」の略という
のを後に知ってがっくりいたしまし
た。八方破れの子育てで、慈母とは
ほど遠い怖い母であったようです。
人様に迷惑をかけなければ少々行
儀が悪くても片目をつぶり、 躾 とい
えば唯一大きい声で挨拶をすること。
自家用車のほとんどない時代、子ど
もと一緒に買い物に行くにしても歩
くか、自転車で道々地域の方と顔を
会わせ挨拶を交わしておりましたの
で、子どもも自然に挨拶だけはして
おりましたが、
「ありがとう」の感謝
の言葉はその都度教えておりました。
挨拶はコミュニケーションの第一
歩です。今コミュニケーションの苦
手な若者が増えているそうですが、
小さい頃の挨拶の躾は大切だと痛感
します。

かなか筋がよいと褒められました。
野菜作りのＮじいちゃんには、鬼ご
っこで畑をふんで大目玉をもらいな
がらも、芋掘りを手伝って？お芋を
いただきました。

せいてん

へきれき

子育てには、青天の霹靂の事件
が次々起こりました。とりわけ肝
をつぶしたのは四年生の時の集団
万引き事件。親の知らないこの事
件を教えてくださったお隣のＹさ
んは恩人です。父親は「母さんを
悲しませるな」の一言。
「一度目は
許してもらえても、もし二度とし
たら産み育てた母はお天道様に顔
向けできないし、お前も人様に迷
惑をかけては生きる価値はないか
ら、その時は母さんと一緒に死の
う」と訴えました。母の涙と本気
は伝わったようです。

こま

寒い冬、火の気のない家に帰る
我が子に温かいココア、ほかほか
の蒸かし芋を食べさせてやれない
ことを、いつも心の中で詫びてい
ました。我が子の子育てに十分関
われなかった分、児童クラブで少
しでもお手伝いをと思っておりま
すが、反対に孫のような子どもた
ちから元気をもらっています。
認知症予防に六十の手習いで始

めた将棋。駒の並べ方を教えた子
どもたちはめきめき上達して、今
ではだんだん歯が立たなくなりま
したが、子どもたちとの対局は、
最高に楽しいひとときです。
健やかな成長を心より祈ってお
ります。

平成二十一年度の須佐公民館、弥
富公民館、須佐文化センターの利用
状況を下記のとおりお知らせします。
なお、平成二十二年度も地域の皆
さんの憩いの場、交流の場、また使
いやすい公民館となるよう、職員一
同「笑顔」をモットーに、地域のた
めに頑張りますのでよろしくお願い
いたします。
なお、利用した後は、必ず「報告
書」に記入し、忘れ物がないか確認
して帰りましょう！

《習字教室》
日時＝毎月第二・四金曜日
午後一時三十分
～三時三十分
場所＝須佐公民館一階多目的室
講師＝岩本美子（本町上）
会費＝毎月五百円

《色えんぴつ画教室》
日時＝毎月第二火曜日
午後一時三十分
場所＝須佐公民館一階多目的室

《料理教室》再度募集！
日時＝毎月一回程度
（時間は内容による）
場所＝須佐公民館二階調理室
会費＝毎月五百円＋材料費
※七月から開催予定
★その他「こんなことやりたい！」
という方がおられましたら、ご相
談ください。
○おもしろ学級お問い合せ
須佐公民館
電話 六―二三一〇 まで

ふき

①フキは、よく水洗いする。
②洗ったフキを４～５ｃｍの長さ
に切り、１時間くらい水につけア
ク抜きをする。
③アク抜きをしたフキを水切りす
る。
④なべに③を入れ、分量のしょう
ゆを加えて強火にかけ、沸騰した
ら火を弱め、上に浮くアク、泡を
ていねいにすくい取り、落しぶた
をして弱火で 分煮る。
⑤④がやわらかくなったら砂糖を
入れ、再び落しぶたをして弱火で
約１時間 分気長に、煮汁がほ
とんどなくなるまで煮る。
⑥仕上げにみりんを入れるとつや
がでる。
※好みで唐辛子や山椒の実を入れ
ることもできます。
蓋付きのタッパー等に入れて冷
蔵庫で保存する。約１ヶ月くらい
は保存できます。

１０

初夏の日差しをうけ、野山の山菜
はどんどん大きくなっています。

山菜の一つに蕗（山ブキ）を、伽
羅色に煮詰め、つくだに風につくっ
た保存食をきゃらぶきといいます。
伽羅（きゃら）とは香の一種で、
ベトナム、タイ等東南アジアが原産
地のものです。昔、伽羅の上質なも
のは競い求められたといいます。 そ
んな伽羅にちなんだ黄色を帯びた褐
色が伽羅色ということになります。
昔から、保存食として作られまし
たが、手間がかかることから最近は
あまり作られていませんが、今から
フキを採るのには絶好の時期を迎え
ます。是非挑戦してみては如何です
か。
注 暖)かくなってくると、毒虫やマム
シなどの動きも活発になりますので、
山菜取りは手元の安全を確かめて下
さい。
■材料
ふき・・・５００ｇ
醤油・・・１５０ｃｃ
砂糖・・・２００ｇ
みりん・・・１０ｃｃ

３０

昨春四月から始めました。
笑いは若さと元気のバロメ
ーターです。笑いは生命エ
ネルギーがあふれている証
拠です。
四十才を過ぎると身体の
動きも緩慢になり、好奇心
や感動することもめっきり
少ない生活になり笑う回数
も少なくなってきます。
五十才の女性が一日で笑
う回数は平均十四回、男性
は半分の七回しか笑わなく
なり、年と共に減っていく
というデータがあるそうで
す。皆で大いにわらって心
をほぐし、その日の疲れを
ほぐす体操をします。
絶対無理せず、自分
の身体に見合った動きをす
ることを約束し、自分の身
体と向き合う時間にしてい

ストレッチから始め、
腰痛予防、転倒予防、時に
はボケ防止予防の頭の体操
など、なんでもありの体操
です。補助具としてタオル
二本をつないで使います。
また、五本指靴下はメンバ
ーの定番になっています。
月に一度の集まりは、笑い
転げて身体を動かして、汗
を流して帰ります。あなた
もぜひ一度、のぞいてみま
せんか？
毎月第三火曜日
弥富公民館 談話室
五月～九月
十九時三十分～
十月～四月 十九時～
○連絡先
岩本眞知子（弥富上）
℡八―二三三二

〈俳 句〉

ときめきを切手に托し新樹光

しんがりは寺が勤める春の風邪

母の日に五十路の子より花もらう

女神作パッチワークの初夏の山

（青葉台） 津守モト子

（下三原下） 石橋東岳

（青葉台） 津守マキ子

（山根丁東） 仁保逸朗

（浦 西） 林 竹子

葉桜に抱かれて読もうか「朔太郎」 （横屋丁） 茂刈富江

春なのにミサイルさわぎ世界中

（まてかた） 山崎 尚

（上三原） 村岡万子

焼き烏賊の匂いが誘うエコ祭り

国道に両手広げる若葉かな

（一 区） 石川崇子

てん

永らへて華燭の典に逢える嬉しさ

（六 区） 立野イネ子

かしょく

春がすみ山皆静かに包みおり

〈短 歌〉
いのち

白無垢に女の生命包みつつ
其の家に染まんと孫は嫁ぎ行く（一 区） 石川崇子

（本町上） 岩本美子

卯月櫻ふたひらみはらはらはらと
美酒に酔いたる花冷えの宴（青葉台） 田村雅利

芝に置く露のしずくを光らせて
今朝の太陽眩しく昇る

●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
○と き ６月６日（日）
午前８時 分開会式
○ところ ソフトバレーボール
弥富体育館
弥富小体育館
グラウンドゴルフ
弥富グラウンド
○対 象 弥富地区に在住してい
る方ならどなたでも
○その他 詳細は案内チラシにて

★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

子どもたちが楽しみにしていたゴ
ールデンウィーク。家族みんなで楽
しく過ごすことができたでしょう
か？夫婦共働きの家庭が増え、家族
団らんの時間がますます減っている
中で「家庭の日」が重視されていま
す。
休日だけでなく、日ごろから食事
を一緒にとる、話をする時間をつく
るなど、団らんの時間をつくる努力
をしてみてはいかがでしょうか？ち
なみに、我が家も考えてみる時期に
来ているかも・・・。
編集者 Ｏ・Ｅ

（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。
※は放課後子ども教室

３０

搬入 6/14（月）～6/16（水）
場所 須佐公民館
〆切 6/11（金）

須佐公民館・須佐図書館で開催している放課
後子ども教室のスタッフをただいま募集中
です！
「地域の子どもは、地域で育てる」
子どもたち（小学生対象）の放課後の安全、
安心な居場所づくりのサポーターとして、ま
た、子どもたちと一緒に活動することで自分
自身の生きがいづくりにもなります。
まずは、ぜひ一度遊びに来てください！
・須佐公民館（平日）…℡６－２３１０
毎週水曜日 14:45～17:00
・須佐図書館……………℡６－５５００
毎週土曜日 14:00～17:00

～放課後子ども教室
スタッフ一同～

