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８月 日（日）
、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。今年も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 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
を見せながら、大会は進行していき
ました。決勝戦は、２・３区合同チ
ーム対９区チームの対戦となり、９
区チームが２年連続優勝しました。
１４

１００

バッター身構えて…３塁側にはランナーが待ちかまえて…

また、全試合中はホームランが５
本もでるなど、気合いの入った選手
の姿がとても印象的でした。
選手の皆さん、役員の皆さん、応
援の皆さん、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 ９区チーム
準優勝 ２・３区合同チーム
３ 位
区チーム、 区チーム
１３

ホームラン賞（３人、５本）
坂本一平（２区） ２本
豊田大介（９区） ２本
渡辺大治（ 区） １本
※安岡龍星（ 区） １本
１１ １１

※安岡君の１本は、観覧者のみが知
る実際のホームラン賞に該当せずに
幻のホームラン賞となりました。

３１

「打ったー！ボールは３塁側へ転がっていく…」

今年で 回目を迎えたお盆の恒例
行事、地区対抗軟式野球大会。今年
は４チームが優勝を目指し白熱した
試合を展開ました。
試合途中、度々雨で中断しました
が、参加者は汗と雨と土にまみれな
がら楽しくプレーしていました。
試合結果は下記のとおりです。参
加者のみなさん、また試合を陰で支
えていただいたスタッフのみなさん、
暑い中大変お疲れさまでした。

【大会結果】

優 勝
準優勝

バッターねらいはホームラン？

山根丁・水海チーム
浦３区・野頭・堀田・
青葉台

優勝した山根丁・水
海チーム、仲良く記
念撮影。
「はい、笑っ
て！チーズ」
おめでとう！

１１

優勝旗を受け取る９区

夏の終盤、盆行事「盆踊り大会」
が、８月 日（日）と 日（月）
、
各地区で盛大に行われました。

【弥富・鈴野川地区】

【須佐地区】

夏の須佐湾を漁船でクルージング
する須佐地区子ども会育成連絡協議
会の行事「体感クルージング」が、
８月 日（水）に行われました。子
どもたち 人が参加し、漁船２艘に
乗船して、まずは自然がつくり出し
た壮大な造形美、屏風岩と海蝕洞を
船から見学しました。
そのあと、船釣りを体験。キスや
小鯛を釣り上げ子どもたちは大喜び。
約１時間釣りを楽しんだ後は港へ戻
り、バーベキューをしてお腹いっぱ
い食べました。釣った魚はお土産に
なったようです。子どもたちにとっ
て貴重な体験をした１日でした。

←「ほら、小鯛が釣れたよ。
」と自慢げな男の子。

「すごーい！たくさん釣れたね！」

１５

８月 日（日）弥富、鈴野川両地
区で開催された盆踊り大会では、開
始直前からあいにくの雨に降られ、
弥富は交流促進センター多目的ホー
ルに急遽会場を移し、鈴野川は健康
増進施設の屋内で行われました。
地元住民と帰省客との盆踊りで交
流の輪が広がり、楽しいひと時を過
ごしました。

うちわを持ってエンヤコラサッサ！

カラオケで…子どもたちも歌いました。
（弥富）
浴衣姿、素敵ですね…（須佐）

また、８月 日（月）には、須佐
総合事務所駐車場を会場に盆踊り大
会が行われました。今年は、例年に
なく盆踊りも２重の輪ができるほど
大勢の人で賑わいました。
また、須佐地区の子ども会が主催
している毎年恒例の「盆踊りを楽し
もう会」では、スーパーボールすく
いやかき氷、焼き鳥などの夜店も出
て、夏の納涼を楽しんでいました。
１５

１４

１４

１０

１３

漁船の上で記念撮影「はい、ピース！」

↑大人の方から、えさのつけ方を教わりました。

１８

８月 日（火）
、須佐公民館講座室
で、萩おもしろ雑学セミナーを開催
しました。
講師は、山口県で５人目の樹木医
になられた草野隆司（くさのたかし）
さんで、
『ちょっと樹になるはなし～
樹木をとおしてみえるもの～』とい
う演題でお話しされました。

樹木医の草野隆司さん

そうめん流しは弥富保育園園児も
参加し、そうめん・トマト・ブドウ
が流れてくるのを、みんな「我こそ
は」とばかりにすくって食べていま
した。

今年は自然体験的な内容で実施し、
みんなで夏休みの楽しい一日を過ご
しました。
指導してくださいました保護者の
皆様、子どもたちとの触れ合い、思
い出づくりをありがとうございまし
た。

３０

萩市役所前の中央分離帯の中にあ
る桜（ソメイヨシノ）が、道路拡張
の際移植を検討することになったが、
診断の結果、「移植には耐えられな
い」ということで、現在中央分離帯
に残っていること、また、クレーン
を使っての“オオイヌマキ”の移植
など、ご自身が手掛けられた樹木の
お話をされました。そのほか、全国
各地を巡って見られた樹木や植物の
お話を画像を見ながらお聞きするこ
とができました。

また、須佐のシダレアカマツ、黄
帝社のエドヒガン、高山のヤブツバ
キ、唐津の道理ツバキ、弥富ではオ
オナラギ、丸山八幡のアカガシ、桑
原のフジ、タブなど、実際に見て回
られた須佐地域の樹木を楽しい口調
で説明されました。
参加者は草野さんのお話に大変興
味を示し、感心したり時には笑った
りしながら聞いていました。
評判もとてもよく、
「今度は現地に
出向いて直接樹木を見なが話を聞け
たらいい」、「自宅の木々に目を向け
てやりたい」、「身近なところに山の
宝が多くあるのに気づかされた」な
ど、樹木や植物について改めて関心
をもったようです。

草野さんの話を真剣に聞く参加者

土台づくり、手つきがいいです。
発想豊かな作品ができました。

石アート、いろんな色で塗ったり書いたり、楽しそう～

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。弥富地区の小中学生合わせて
人の子どもたちが参加し、石アー
ト、そうめん流しを体験しました。
石アートは須佐湾エコロジーキャン
プ場の河村ゆみ子さんにご指導をい
ただき、いろんな形の石に自分の書
きたいものを描いていました。
そうめん流しの準備では、男子が
竹でそうめん流しの土台づくり。女
子はオムスビづくりなど食材係を担
当し、協力しあって準備しました。
２０

須佐中３年 山本顕信くん

↑ 観客席では、山
本くんの作文に感
心していました。

８月 日（火）の「シュレック フ
ォーエバー」映画上映会（主催＝須
佐地域青少年育成協議会）では、多
数の方のご支援、ご協力のおかげで
無事終了できました。
当日は、あいにくの天気でしたが、
１５５人の方に来場していただきま
した。開会行事での子どもの作文発
表は、とても感動的で皆さんうなず
きながら聞いていました。
また、映画も緑の怪物シュレック
たちの大活躍でとても楽しめました
が、
「普段何気ない中にある幸せ」に
ついて改めて気づかされ、考えさせ
られる内容でした。来年もぜひご覧
ください。
23

萩市保健推進協議会須佐支部
明 山 智 子
わが家の長男（小５）が、夏休みに
２泊３日の宿泊学習へ行き、家を留
守にしていた時のこと。長女（小３）
は「
（お兄ちゃんがいなくても）ちっ
とも寂しくないよ。ゲームも独り占
めで、たくさんできる。
」と大喜びで
した。
しかし、そんな気持ちも長続きせ
ず、時間がたつにつれてだんだんと
ゲームにも飽き、１人でいることに
退屈した様子で、私に遊んでとせが
んでくる始末。３日後、心も体も一
段とたくましくなった（ように見え
る！）長男がいよいよ帰って来まし
た。３日ぶりに長男の顔を見て、私
も長女も会えた嬉しさを素直に喜び
ました。夕食中は宿泊学習の話で盛
り上がり、３日ぶりの家族団らんに
花が咲き、長女は再び長男という大
の仲良しとにぎやかに遊ぶいつもの
光景が戻りました。

毎年のことですが、夏休みになる
と子どもたちは仕事のある私をおい
て、主人と共に実家へ１週間ほど里
帰りします。１人残された私は、長
女と同じように、初めは独身気分を
満喫していましたが、それも日一日
とたつにつれて、だんだんと寂しさ
が募ってきました。
「早く帰ってこな
いかな～」という思いが日ましに強
くなったある日「これは兄の帰りを
待ちわびる長女と同じだ！」と思い
ました。いよいよ待ちに待った子ど
もたち（と主人）との再会を明日に
ひかえ「やっぱり独身気分よりも家
族団らんの方がいいな」と思いまし
た。そしてまた、兄妹仲良くくっつ
きあって遊んだり、蹴ったり叩いた
り、時にはひどい口喧嘩…そんな普
段と変わらない生活に戻りました。

一見、家族４人の生活が当たり
前の様に思ったりもしますが、こ
うして離れて暮らしてみると、あ
らためてその１人ひとりがかけが
えのない存在なんだなと感じるこ
とができました。
先日、ある雑誌を見ていたら、
「子育ては一生続くものです。必
要以上に感情を抑え込んだりせず、
親も１人の人間としての豊かな感
情を表しながら、子どもとかかわ
っていきましょう。
」と大日向雅美
さんの書かれた文章に出会いまし
た。これからも子ども（と主人）
と過ごす時間を大切にしながら、
毎日楽しみながら子育てに励みた
いと思います。
最後に子どもたちへ…
「お父さん、お母さんのところに
生まれてきてくれてありがとう！」

山口県で一巡目の国体が開催され
たのは昭和 年、私が小学校２年の
時でした。国体が何なのか分からな
いまま、学校では山口県民歌をよく
覚えさせられた記憶があります。そ
して、炬火・国体旗リレーは地元の
人たちが参加し、まだ舗装がされて
いない砂利道を阿武町福賀から弥
富・小川・江崎・須佐をリレーされ
たことをかすかに覚えています。国
体が終わると記録映画を全校で見て、
初めて国体の全貌を知りました。今
でも沿道で咲いているカンナや花い
っぱい運動はその時のなごりと聞い
ています。
そして、 年の歳月が過ぎ、二順
目の国体を迎えることとなりました
が、残念なことに県北部の須佐・田
万川地域には、国体関連の競技やイ
ベントは何も無く少し盛り上がりに
欠けることを寂しく思っていました。
そこで、一生に一度の大イベント、
選手としての参加ができない子ども
たちに、何か山口国体の良い思い出
をつくることはできないかと思案。
そうしている時、チャンスは到来
（昨年春）。国体ダンスコンテスト
の入賞チームが国体に参加できると
３８

４８

いう情報をキャッチ。ダンスの基礎
すら知らない子どもたちがどれだけ
出来るのか、ダメもとで参加者を公
募、保育園児から小学生まで約 名
が集まり「萩東わらべ」を結成。そ
してコンテストに応募しました。
昨年８月、県内３ブロックに分け
ての予選会。萩東わらべは山口市で
行われた県央部地区予選に出場。慣
れない舞台での演舞に緊張の連続で
した。難しいことは考えず萩東わら
べでできることをやろうとみんなで
決め、笑顔と大声で元気に踊るだけ
をアピールしました。そして保護者
との共演といった他のチームとは少
し構成が違う作戦が大成功。山口や
宇部で本格的に活動するダンスチー
ムを押さえ見事優勝し、県大会及び
国体総合開会式の出場権を得ること
ができました。

決勝大会では、惜しくも優勝を逃

３０

し準優勝という結果に終わりました
が、何事もチャレンジすることの必
要性、やれば出来るという実感を親
子で感じた一コマとなりました。

こうした経緯の中、子どもたちは
夏休み返上で総合開会式をめざし、
踊りの練習に専念しています。何に
もしなければ、何の感動もないまま
山口国体が終わったに違いありませ
んが、あきらめずみんなで一つのこ
とを成し遂げることで、子どもたち
は大きな収穫を得るに違いありませ
ん。とかく今の子どもたちは、子ど
もらしさがないとよく言われます。
確かに喜怒哀楽が少ない気がします
し、あったとしてもテレビなどメデ
ィアから間接的に与えられる刺激の
中での喜怒哀楽が多いようにも思わ
れます。
萩東わらべを立ち上げて一年。こ
の間子どもたちは、よく怒られ、よ
く泣き、よく笑い、感動の涙をも流
しました。色んなことを体験する中
での喜怒哀楽。たかがダンスにすぎ
ませんが、そこには子どもたちの成
長を促す計り知れないものがあるよ
うに思われます。

子どもたちの可能性は無限にあり
ますが、それを良くするにも、ダメ
にするにも最終的には大人の考え一
つなのかなと思っています。
さて、さまざまな思いが込められ
た、萩東わらべの感動の舞台は、山
口国体総合開会式 月１日 時
分です、是非テレビで応援をお願い
します。

１２

～競技場で演舞する子どもたち～

１０

１５

こんにちは。私たちは育英
スポーツ少年団のバレーボー
ル部です。今まで、部員数も
一桁台と少人数で試合もでき
ず、練習は他地域のチームと
一緒に練習していました。
しかし、今年４月から部員
も 人 に 増 え 、 現 在 は毎 週
水・金曜日の夕方５時 分か
ら育英小学校の体育館で練習
しています。
まだ、始めたばかりの子ど
もたちが多いのですが、試合
にでることを目標に、みんな
一生懸命練習しています。
皆さん、応援してください。
３０

育英スポーツ少年団
バレー部
代表 中原愉季子

１７

秋天や慣れぬフォークの機内食

風鈴の音のとだえし御昼かな

北浦の海原染める大西日

朝顔が咲いたと遠く告げる声

お日さまの様な子の来る夏休み

（８ 区） 岩本登志子

（２ 区） 原山怜子

（４ 区） 品川玉枝

（８ 区） 林二三子

（５ 区） 冨田八重子

（８ 区） 鈴木孝子

〈俳 句〉

朝顔やもつれ絡みて藍ピンク
か か し

（横屋丁） 茂刈富江

あの案山子主の言うこと良う聞いて （６ 区） 立野イネ子

コメカミの刺激は五秒かき氷

（まてかた） 山崎 尚

（青葉台） 津守マキ子

（山根丁東） 仁保逸朗

（青葉台） 津守モト子

敬老は嬉しさ三分ほか七分
ね む

合歓咲いて故郷の山やさしかり

独唱が合唱となる法師蝉

酷暑にて水遣り十九時過ぎとする

〈短 歌〉

暗がりの夜路に光る自販機の
・冷たい・の文字に
引き寄せられる （青葉台） 田村雅利
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事

2

日 そばの花まつり

3

月 エコクラフト教室

4

火 ぞうりづくり講習会（～６日まで）

5

水 手塚猛昌顕彰碑除幕式

6

木

7

金 さつき学級「山口国体見学」

8

土

9

日

内

１３

１０

２７

容
※（図）

※（公）

会 場
日 時

弥富交流促進センター
１０月１７日(月)
午後１時３０分から２時３０分

※（図）

受講料

無

料

み ばらあい こ

10

月 体育の日

11

火 おいでませ山口国体閉会式

12

水 子ども相撲大会（弥富）

13

木 弥富やよい学級「視察研修」

14

金 あおば勉強室「水引アート教室」 ・ 習字教室

15

土

16

日 ※家庭の日

17

月 弥富栄養教室・雑学セミナー（弥富）

18

火

19

水

20

木

21

金 須佐・田万川合同戦没者追悼式 ・ 幕末育英塾

22

土

23

日

24

月

25

火

26

水

27

木

28

金 習字教室

29

土

30

日

31

月

話し手 美 原 愛 子
※（公）

※（図）

※（公）

【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。

演 題 『自分の体、自分自身で守り抜く』
主催：萩
市
○弥富公民館または須佐公民館までお申し込み
ください

※（図）

１０月１６日（日）は
『家庭の日』です。
※（公）

須佐地域の人口（Ｈ２３．８月末現在）
世帯数
人口
前月比
１，１６５戸 ２，５０５人 （－３人）
２９７戸
６６６人 （±０人）
１，４６２戸 ３，１７１人 （－３人）

残暑も弱まり、朝夕涼しくなっ
て、だんだん秋らしくなってきま
した。我が家では、２人の息子の
体育祭も無事に終わり、ホッと一
息ついたところです。
さて、この夏は「須佐湾めぐり
遊覧船」のガイドを体験したので
すが、須佐の歴史・地形について
私自身、新しい発見があり大変勉
強になりました。皆さんも、地域
のいろんなところに出向いて、自
分の町のことを、もっとよく知っ
てほしいと思います。未来へ残す
ためにも…。 編集者 Ｏ・Ｅ

※（図）

※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。

須佐
弥富
合計

１０

●ぞうりづくり講習会

土 おいで ま せ 山 口 国 体 開 会 式

１０

○と き
月４日（火）
～６日（木）まで
午後１時～
○ところ 須佐文化センター
○参加費 無料
○申込み ９月 日（火）までに
須佐公民館へ

曜

1

●弥富やよい学級「視察研修」

日

○と き
月 日（木）
○ところ 下関市豊浦町
○参加費 ２０００円
○申込み
月３日（月）までに
弥富公民館へ。詳細については案
内チラシをご覧ください。

１７

●栄養教室「元気になる食事とは」

○と き
月 日（月）
○ところ 弥富交流促進センター
○講 師 萩市保健センター
栄養士 福嶋智恵子
○持参物 材料費、米１合、エプ
ロン、三角巾
○申込み
月５日（水）までに
弥富公民館へ

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

１０

１０

