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【そうめん流し】

８月４日（木）
、毎年恒例の「そう
めん流し」を久原園地で開催しまし
た。最初は、コミュニティ須佐の皆
さんに指導していただきながら竹細
工に挑戦。器と箸をつくりました。

竹細工の後は、いよいよそうめん流
し。桜の木の木陰でそうめんを流し
て食べると食欲もわき、みんなおな
かいっぱい食べて満足そうでした。

台風一過、好天に恵まれた７月
日（日）
、午前９時 から弥富５区の
畳ケ淵（山口県自然百選）で、第二
回畳ケ淵龍神祭りが開催されました。
当日は野村萩市長をはじめ須佐・
田万川地域の市議会議員、萩市農業
委員会長等も出席され、開会セレモ
ニーで開催のお祝いと激励のご挨拶
をいただき、幕開けとなりました。

初めに昨年に続き山口大学理学部
の永尾隆志教授に「龍が通った道」
と題し、弥富・鈴野川・上小川の地
形や畳ケ淵が 万年前の伊良尾山の
火山活動によって形つくられた経緯
について紙芝居を交えながらお話を
聞きました。
演題の意味は、伊良尾山から噴出
した溶岩流が蛇行しながら田万川を
下った様子をイメージしたものです。
講演後は暑さを吹き飛ばす勇壮な
龍神太鼓や、弥富詩吟の会と地元５
区の藤井康夫さんによる書道吟「畳
ケ淵」が披露され、最後は、昼食に
おむすびとそばを食べながら弥富ど
んぐり会のカラオケ 曲の熱唱を聞
いて幕を閉じました。
古来畳ケ淵に祭られている龍権様
の引き合わせで地域に活気が溢れた
一日となりました。

１５

さあ、子どもたちの待ちに待った
夏休み。
毎年夏休みには、子ども向けの体
験型教室「のびのび教室」を開催し
ています。自然体験や季節の行事な
ど、地域の方と交流しながら楽しく
学んでいます。
それでは、夏休みに開催したのび
のび教室の様子をご覧ください…。

２２

「ほら、こうやってするんだよ」
「おいしいね」
「うん」

【萩博物館クジラ探訪ツアー】
７月 日（金）
、
萩博物館で開催さ
れている「クジラ
キング」の展示会
へ、弥富地区、須
佐地区の子どもた
ちとその保護者
人が参加しま
した。
最 初 に 学芸 員さ
ん に 展示 の案 内を
し て いた だき 、そ
の 後 、ク ジラ に関
す る クイ ズに 答え
ま し た。 大人 でも
知 ら ない こと があ
り 、 子ど もと 一緒
に 大 変勉 強に なり
ました。
３４

３０

２４

３５

大きなゴミがあったよ！

７月７日（木）
、須佐保健センター
で栄養教室が開催され、
「食事の栄養
バランス」と「食中毒予防」のお話
があり、その後「調理実習」が行わ
れました。

「お醤油を入れて…」
「あっもう少し」

一方、８月２日（火）
、弥富交流促
進センターでも栄養教室を開催しま
した。
最初に、栄養士の福嶋さんから栄
養ワンポイント講座があり、
「皆さん
にとって食事とは？」の問いに参加
者からは、
「楽しみ、大切なもの、健
康のために栄養をとる。
」などさまざ
まな声が出ました。
栄養士からも「ストレスをためず
楽しく食べることが大事であり、バ
ランスよい食事を摂ることが必要で
ある。
」と説明がありました。
講座の後は、全員で調理実習。栄
養満点の料理に話が弾み楽しく、お
いしくいただきました。
次回は 月 日（月）の予定です。

１７

普段、なかなか船に乗ることのな
い子どもたちは、船から見える須佐
湾の風景を見ながら大はしゃぎでし
た。
遊覧船で楽しんだ後は、深まてか
た海岸へ移動し、大人も混じって海
岸のゴミ拾いを行いました。ゴミを
拾った後は、お待ちかねの海水浴！
少し冷たかったけど、子どもたちは
水着姿になって海に入り、友達や家
族と一緒に海水浴を楽しんでいまし
た。

栄養バランスについてご指導いた
だいたのは、萩市保健センター栄養
士の福嶋智恵子さん。食事の栄養バ
ランスが偏ると生活環境にも大きな
影響が出てくると説明されました。
調理実習では、魚をメインとする、
旬の野菜を使った簡単な料理をつく
って試食しました。皆さんも食事に
ついてもう一度考えてみませんか？

１０

福嶋先生。

てきぱきと調理する参加者

海水浴、楽しそう～

また、弥富 区の岩本裕子さんを
講師に海辺の教室を開き、海にいる
生物について学びました。
昼食はもちろんバーベキュー。冷
たく冷やしたスイカも大好評でした。
須佐の美しい自然をいつまでも大
切に、みんなが気をつけて守ってい
きたいものですね…。
１２

漁船に乗って「須佐湾めぐり」に
出発！

７月 日（月・祝）の海の日、毎
年恒例の「須佐子ども会交歓大会」
が開催されました。この大会は、子
どもたちに須佐の海を知ってもらう
こと、また、故郷の自然を大切にす
ることを目的に行われています。
当日は、ちょうど夏の遊覧船事業
が始まり、子どもたちも参加して、
オープニングセレモニーの後、遊覧
船に乗り須佐湾めぐりをしました。
１８

７月１日～８月４日まで、宮城県
しかし、震災後４か月経過してい
もちろん国や県、市の支援は受け
気仙沼市に萩市職員が派遣されるこ
ることもあり、皆さん比較的穏やか
ていましたが、大きな困難が起きて
とになり、私は第３班として、７月
に生活されており、多少のトラブル
しまった今こそ、日頃からのご近所
日～ 日まで現地に赴きました。現
はあるものの、皆で協力し合って、
どうしの繋がりや助け合いが大切だ
この困難を乗り切ろうとされていま
ということが実感できました。
さんたん
地の状況は、惨憺たるもので、筆舌
した。そして全国から入れ替わり立
に尽くしがたいものでした。
ち替わり来る派遣職員やボランティ
私は避難所のひとつになっている
アに対して、ほとんどの方が温かく
気仙沼小学校体育館で、避難者の心
迎え入れてくださいました。
身の健康管理や避難所の衛生管理、
今回、被災地派遣に参加して強く
退所者への支援などに従事しました。 感じたことは、東北の人々の底力で
体育館内は大変蒸し暑く、窓が開け
した。被災された方はもちろんのこ
放してあるため、ハエが駆除しても
と、かろうじて被害にあわなかった
きりがないほど、飛びかっている状
人も、それぞれ、大きな苦しみや深
況でした。また、海側から風が吹く
い悲しみを経験されていると思いま
日は、腐敗臭が漂い、避難者の方々
すが、皆さん一致団結をし、前を向
にとって決して良い環境とは言えま
いて復興に向けて確実に歩んでおら
せんでした。
れました。
私は気仙沼小学校の体育館以外に、
私は、津波で家が全壊してしまっ
紫会館という、近隣の住民が自主的
たご家族と出会いました。家族は皆
に運営している避難所へも行きまし
無事でしたが、家を失い、経営して
た。そこは、商店街関係者の方が多
いた理髪店もすべて流されてしまっ
く、もともと同じ地域に住んでいた
たそうです。三世代同居で小学生と
ということもあり、皆で協力し震災
中学生のお子さんがおられ、私は中
直後からそれぞれ自分の商売や得意
学生の女の子と仲良くなりました。
分野を生かし、生活に必要なものを
その子はちょっと内気ですが、人懐
用意し、毎日の食料も自分たちで確
っこく、気がつけばいつのまにか私
保していたとのことでした。
の側に来ていました。私も自分の娘
のように感じていましたが、その子
２１

のおばあちゃんと話をすると、これ
までにも報道番組の取材で来ていた
人やボランティアさんと、同じよう
に仲良くなり、そして別れを経験す
るたびに涙が出て、こころが不安定
になり、
「仲良くなってもすぐに別れ
がくる。
」と言っていたそうです。短
期間しかいない私は、その言葉に深
く考えさせられました。そのご家族
は、新しいアパートを見つけ退所し
ていかれましたが、まさにそれが避
難所の現実だと思いました。
私たちは自分のできるかぎりのこ
とをしてあげたいと思い現地へ行き
ましたが、自立・復興に向けて歩き
だしている人に対して、自分の言動
が妨げになっていないか、無責任な
ことをしていないか、考えながら行
動することが求められることを痛感
しました。
今回被災地への派遣という大変貴
重な経験を通して、私自身たくさん
のことを学ぶことができました。そ
してその学びを与えてくださった被
災地の皆さんのために、これからも
自分のできることを探していきたい
と思います。

【青空の下に広がるガレキの山】

１５

【避難所の様子】

【津波で半壊した保冷倉庫】

下記のとおり、
『萩おもしろ雑学セミナー』を開催しま
す。樹や植物の視点から見えるものは何でしょうか？学
びながら一緒に考えてみましょう！

○日 時 ８月３０日（火）
午前１０時 開催
○場 所 須佐公民館 ２階 講座室

○会 場 須佐文化センター

※入場整理券は、実行委員会事務局
（須佐公民館６－２３１０）または弥
富公民館にあります。

○講 師 樹木医 草野隆司 様

○参加費 無料
○申込み ８月２６日（金）までに須
佐公民館６－２３１０ヘお申し込み
ください。

すさ苑居宅介護支援専門員
岩 本 裕 子

結婚して弥富に来てから、結婚
須佐地域のこどもたちは、とて
前にしていた仕事の関係もあり、
も恵まれた自然の中にいると感じ
須佐地域の子どもたちと一緒に自
ます。子どもたちと一緒に学ぶ中
然観察をさせてもらっています。
で、子どもたちには今の環境をし
子どもたちと一緒に野鳥や、川
っかり心に刻んで、故郷を大切に
や海の生物観察を始めてから 年。 してほしいと思い、それを伝えて
山口県のレッドデータブック（貴
います。
重な生物）に記載されているイシ
学校以外で出会った子どもたち
ドジョウやメダカなど、たくさん
が「この前、川でウナギを見た
の生物を見ることができました。
よ！」など、私に教えてくれるこ
とがあります。興味を持ってくれ
ているのだと、とてもうれしく思
います。
子どもたちが自然から学ぶ実体
験（実際に見る、触れる、感じる）
は、とても大切なことがたくさん
あると思います。
須佐地域の子どもたちが、自分
らしく豊かで個性的に成長できる
よう、少しでもお手伝いができれ
ばと思います。

「須佐子ども会交歓大会」の様子

○上映日 ８月２３日（火）
開場１８：１５
上映１９：００～

１１

７月 日（金）
、萩市内を巡る探訪
ツアーが開催され、今回は川上地域
を訪ね、昔の農具や遊覧船めぐり、
川上ダムなどを見学しました。
民俗資料館では、昔使っていた農
具や陶器などがたくさん展示してあ
り、参加者は「これ見て！すごくな
つかしい」など昔を思い出しながら
見ていました。川上ダムでは、管理
室での仕事の説明を聞き、また、参
加者は下から眺めたダムのスケール
の大きさに大変驚いていました。
２１

！？

２７

1/2

■作り方
①小あじ ｇは、内臓を取
り出し、包丁で鬼殺しも取
りきれいに洗い、ざるで水
を切る。

③用意していた、酢カップ
、しょうゆカップ 、砂
糖、みりん、酒、各大さじ
１杯のたれに、あじを揚げ
て熱いうちに次々に入れる。

②①に小麦粉をまぶして、
揚げ油でこんがり揚げる。

400

1/4

④この中に、タマネギ１個
とにんじん ｇの千切りを
入れて味をよくする。

1/2

100

１００

1/4

小あじは、簡単に入手できる材料です。夏バテ防止に、酢を使った料理
はいかがでしょうか。

■材 料
小あじ ｇ、小麦粉適量、タマネギ１
個、にんじん ｇ、揚げ油適量
調<味料 酒>・みりん各大さじ１杯、砂
糖大さじ１杯、しょうゆカップ 杯、
食酢カップ 杯
４００

↑ 歴史民俗資料館
↑ 川上ダム

７月 日（日）、菊ヶ浜で
開催された『第 回菊ヶ浜砂
の芸術祭』
。公民館職員を主と
する「須佐の愉快な仲間たち」
６人が参加し、暑い日差しの
中、砂と格闘してきました。
今年は、昨年の雪辱をはら
すため、昨年トライした「畳
ヶ淵の龍」をバージョンアッ
プ！龍を２体にし、動きのあ
るスタイルで挑戦しました。
結果は、一般・高校生の部
で見事「
２位」 獲得！今
まで参加した中で一番いい成
績でした。これで来年への意
欲も出てきたようです。来年
こそは１位 参加した皆さ
ん、お疲れさまでした。
２４

育英スポ少剣道の子どもたちも、回生堂に入
り、一緒に稽古をし、今回大会出場を果たしま
した。

第 回全日本少年剣道錬成大会に参加するために、
大会前日の７月 日に６人の選手たちを連れて東京へと
出発しました。
東京到着後、日本武道館へ会場の下見に行きました。子
どもたちは、明日この場所で試合をすることを思いえが
き、興奮していました。
そして当日、武道館へ行きプログラムを確認すると、な
んと第１試合目でした。相手選手は、神奈川県の大塚台剣
士育心会です。先鋒、次鋒を勝利し中堅、副将が引き分け
でチームの勝利が確定。残念ながら大将は負けてしまいま
したが、初の全国大会で１勝する事ができました。
２回戦は、全国でも有名な愛知県の先心道場です。格の
違いを見せつけられ、全敗で負けてしまいましたが、全国
トップクラスの力を体感できたことは、子どもたちにとっ
てよい経験だったと思います。
翌日は、浅草寺と上野動物園を見て帰りました。
子どもたちには、かけがえのない思い出ができたことだ
と思っています。すでに来年に向け、子どもたちは厳しい
稽古に入っています。地域の皆さま、これからも応援お願
いします。
４６

２５

待ちに待つ蛍飛び来て手のひらに

すさまじき一声落す日雷

（８ 区） 林二三子

（５ 区） 冨田八重子

（８ 区） 鈴木孝子

〈俳 句〉

夏草の窓辺に揺れて延びやまず

（２ 区） 原山怜子

花オクラやっと出来たに根切り喰い （４ 区） 品川玉枝

追いついて見れば別人白日傘

（まてかた） 山崎 尚

（６ 区） 立野イネ子

真昼どき影も見えない暑さかな

（横屋丁） 茂刈富江

腰に水遊ばせながら鮎を釣り

激戦のワールドカップ熱帯夜

〈短 歌〉

よいやみの川辺に咲いた花菖蒲
映える頭上はホタルの世界 （青葉台） 田村雅利

月 エコクラフト教室

6

火 歴史勉強会

7

水

8

木 萩おもしろ博士検定学習会

9

金 習字教室

※（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。

須佐地域の人口（Ｈ２３．７月末現在）

毎日暑い日が続いています。熱中
症には十分気をつけてください。
さて、我が家の車庫の横側が、毎
年この時期になると大草になり、ど
うにかして草が生えてこないよう
な思案を考えてみたところ、
「花」
を植えてみることに…。ポーチュラ
カとマリーゴールド、百日草、サル
ビア。水やりも大変ですが、今、た
くさんの花が咲き、前を通る人の目
を楽しませています。今度は野菜づ
くりにも挑戦する予定です。
編集者 Ｏ・Ｅ

※（公）

～お詫びと訂正～

※（公）

火

14

水

15

木

16

金

17

土

18

日 家庭の日

19

月 敬 老の 日

20

火 歴史勉強会

21

水

22

木 萩おもしろ博士検定学習会

23

金 秋 分の 日

24

土

25

日 須保運動会

26

月

27

火

28

水

29

木 萩おもしろ博士検定学習会

30

金 須佐さつき学級「陶芸教室」

●萩ものしり博士検定学習会

5

●須佐地区対抗ソフトボール大会

日 須佐地区対抗ソフトボール大会

先月号の生涯学習発表会「特別講
演会」の記事の中で誤りがありまし
たので、お詫びして訂正いたします。
誤
シーベルトやセシール…
↓
正
シーベルトやセシウム…

※（図）

月

13

○と き 毎週木曜日午後６時
（検定日 月 日（日）まで）
○ところ 須佐公民館 多目的室
○申込み 須佐公民館まで
○その他 問題集のない方はご連
絡ください。
（１５００円）

土

4

○と き ９月４日（日）
午前８時 分
須佐グラウンド
８月 日（月）まで
須佐公民館
雨天中止

3

○ところ
○申込み
○連絡先
○その他

金

●萩市美術展

※（公）

ご協力、よろしくお願
いします

育英小運動会、弥富小・弥保運動会

日 須佐中大運動会

12

２７

※（図）

2

行

○と き
月 日（日）
～ 日（日）
○ところ 萩市民館
○申込み ９月 日（木）までに
文化・生涯学習課（ 0838-25-3590
）
または各公民館へ
○出品料 無料

※（公）

土 須佐地区・弥富地区敬老会
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１１

木 萩おもしろ博士検定学習会

●山口県立美術展
○と き
月１日（木）
～ 日（日）
○ところ 山口県立美術館
○搬 入
月 日（金）
～ 日（日）
○出品料 １点につき３０００円
○その他 作品は各自で会場まで
お持ちください。

萩おもしろ博士検定学習会

10

容
内
曜

1

３０

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

世帯数
人口
前月比
１，１６７戸 ２，５０８人 （＋１人）
２９７戸
６６６人 （－１人）
１，４６４戸 ３，１７４人 （±０人）

須佐
弥富
合計

１１

１３

事
日

２９

１６

２３

２２

１８

１０

１２

１１

