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さあ、今年もやってきました！公
民館を利用している生涯学習団体の
日ごろの活動を発表する場、「第 回
生涯学習発表会」が開催されました。
６月 日（土）～ 日（月・午前
中）に須佐公民館で作品発表。また、
６月 日（日）には、須佐文化セン
ターの舞台を使った文化発表が盛大
に開催され、多くの方で賑わいまし
た。
１８

２０

２１

６月 日（日）には、フォークダ
ンスや詩吟、三味線、カラオケ、大
正琴、合唱、よさこい、子ども教室
など 団体が須佐文化センターで一
年間の練習の成果を披露しました。
中でも、近隣地域との交流で招待
した、田万川地域の団体「すずらん」
のハンドベルの演奏は、とても新鮮
で、来場者はベルの音色に聞き惚れ
ていました。

１９

１９

１６

きれいな歌声でした。

３日間行われた作品展示では、編
物、絵画、書、陶芸、絵手紙、俳句、
切り絵、ちぎり絵、墨絵、色えんぴ
つ画、パッチワーク、かづら工芸な
ど２２２点の作品が須佐公民館の各
部屋で展示され、来場者の目を楽し
ませていました。

６月 日（日）の１日間だけ行わ
６月 日（日）の午後からは、勝
れた販売コーナーでは、お弁当やパ
津正男（元ＫＲＹ山口放送アナウン
ン、ＮＰＯ須佐大橋コミュニティに
サー）さんをお迎えし「特別講演会」
６月 日（水）
、弥富公民館でさつ
よる陶器や小物などが須佐文化セン
を開催しました。
き学級（高齢者学級）が開催され、
ター入口のロビーに並び、休憩時間
よく知る番組では、ＫＲＹの番組
人が参加しました。
などに来館者が足を運んでいました。 「情報１番カツ躍ワイド」に出演さ
第１回目は、須佐総合事務所の美
れていました。
原喜大所長に「萩市政について」お
講演会では、
『今伝えたいこと』と
話をしていただきました。
題して、３月 日に起きた東北大震
まず「平成 年度の施政方針」に
災でもたらした福島原発に対し、放
ついて、地方分権や地域主権、萩ま
射能という一見一般市民にはなじみ
ちじゅう博物館構想等の主要施策に
のない分野のニュースが多くなり、
ついて話をされました。合併後 年
大震災を機に、日ごろ聞かない単位
経過後には合併特例措置も切れるこ
のシーベルトやセシールという言葉
が分からないまま使われ始めたこと。 とから交付税も少なくなり、財政も
厳しくなるとの説明がありました。
また、強制避難から自主避難まで起
また、東北大震災を例えとし、他
きた事態に対し、我々はどう判断し、
国で大災害があると暴動や強盗など
どう対応していくかが問われる、と
大混乱がおこったりするが、日本で
いう話から、今後の時代への対応に
はそういうことがなく世界的にも日
大切なのは、良く情報を集め、必要
本人の良識あるモラルの高さが認め
また、午後からの特別講演会に備
な知識は勉強して自分で判断し行動
られている。これも戦後、皆さん方
え、公民館ロビーや３階ホールで昼
すると言うことだと強く訴えていま
が築いてこられた国民性であると、
食をとる方も多く、親しい友達と円
した。
今後も活躍を期待していました。
陣を組んでお弁当を食べたり、作品
最後に、須佐地域の宝ともいえる
展示を見たりして休憩時間を過ごし
名勝や各種イベント等をスライドで
ていました。
紹介され、学級を終わりました。
次回も多くの方の参加をお待ちし
ております。
１９

お弁当、よく売れました。

「よく描けてるね」

１９

１１

講演をする勝津さん、男前ですね…

１５

２３

３７

１５

「ブロック！」ボールを止めれるか？

選手の皆さん、スタッフの皆さん、
大変お疲れさまでした。

優 勝 松原チーム
準優勝 本町・河原丁チーム
３ 位 山根丁チーム

６月 日（日）須佐中学校体育館
で『地区対抗バレーボール大会』が
行われました。
参加チームは５チーム。最初はリ
ーグ戦で１チーム２試合ずつ行い、
リーグの中の順位を決めて１位、２
位による優勝決定戦、３位、４位に
よる３位決定戦を行いました。どれ
も熱気あふれる対戦で大変盛り上が
りを見せた試合となりました。
結果は次のとおりです。

２６

６月 日（火）
、須佐公民館で「須
佐あおば勉強室『こけ玉づくり』
」が
開催されました。
このこけ玉づくりは、昨年、園芸
教室に参加された方から「是非やり
たい！」との要望があり、今回実現
されました。
扱い方がとても丁寧ですね

こけ玉づくりを指導していただい
たのは、萩石田園芸店の石田正明さ
ん。はじめに、こけ玉の性質などを
説明していただきました。また、お
正月やクリスマス用にアレンジする
方法も教えていただいたあと、実際
にこけ玉づくりを行いました。

２８

講師の石田正明さん

こけ玉づくりは初めての方が多く、
土がついている苗木をまず新聞紙で
くるんでから、こけを回りにつけて
いきました。こけは、木綿糸や釣り
糸を使って丸くなるよう丁寧に巻き
つけるのですが、皆さん初心者と思
えないほど上手にできあがっていま
した。
「来年は、生涯学習発表会の作
品展にだしたらいいね」という声ま
であり、とても好評でした。

６月 日（水）
、弥富公民館でやよ
い学級と兼ねて山口福祉文化大学講
座が開催され弥富地区外からの参加
者も有り 人の方が集いました。
今回は「レクリェーション活動を
楽しもう」というテーマで山口福祉
文化大学ライフデザイン学部の小坂
美保先生を講師に迎え「座ったまま
でもできるレクリェーション」につ
いて講演、ご指導をいただきました。
２９

３８

短時間ではありましたが用紙や新
聞紙を使った１人、２人、４人など
少人数で出来る内容をいろいろと紹
介され、最後は歌を歌いながら手・
足・首を動かしてのレクリェーショ
ンを行いました。
参加者からは大きな声が聞こえ、
笑顔いっぱいで楽しんでいました。

割り箸を使ったレクリェーション

石田さんに指導していただく参加者…

７月１日（金）
、須佐文化センター
で「須佐ふれあいコンサート（須佐
地域文化振興会主催・萩市後援）が
開催され、約３１０人が鑑賞に訪れ
ました。
今年でちょうど５周年にあたり、
ヴァイオ リニストの Masaki
さんを
はじめピアニストの中島さん、チェ
ロの山際さん、そして今年はビオラ
担当のヴィンセントさんも加わり、
すばらしい４重奏の管弦楽の世界に、
来館者を魅了していました。来年も、
ぜひ聞かせてほしいですね。
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クラブ・委員会等
１５：５５総下校
15:40 総下校
火 1.2年 15:00
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～須佐地域青少年育成市民会議～

※ただし、掲載時刻は通常の下校
時刻です。詳しくは各学校へお問
い合わせをしてください。

１５

金

１・２年
３・４年 ５・６年
15:00
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１年 15:00
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隔
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15:00
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週
４年 15:50
15:50
で

＜育英小学校＞
＜弥富小学校＞

学校では子どもの心身の健康を
守り、安全・安心を確保するために
学
｢ 校環境衛生基準 が
｣ 定められて
います。飲料水や水泳プールの水質
について定期的に検査を実施し、教
室の環境についても換気の状態や
二酸化炭素の測定。照度や温度・湿
度、遊離粉塵やダニ又はダニアレル
ゲンなどの検査の基準値が設けら
れています。特にアレルギー体質の
子どもにとっては室内のホコリや
花粉、ダニアレルゲン、飼育動物の
衛生管理状態などは本人の健康状
態と密接な関係があります。
近年、子どものアレルギー疾患の有
症率は、気管支ぜん息の５．７％を
初めとして、アトピー性皮膚炎や結
膜炎・鼻炎も増えています。食物ア
レルギーへの対応やアナフィラキ
シーの発症については、アドレナリ
ン自己注射（エピペン）の対応も含
め、学校保健においても重要な健康
課題になっています。

萩市立弥富小学校
養護教諭 末 岡 民 枝

本校においてもアレルギー体質
の児童の割合は高く、少人数ながら
細やかな対応が必要です。そこで
弥
｢ 富 っ 子 が 安 心 し て 生活 で き る た
めの学校環境づくり を
｣ 目標に、身
近な環境に目を向けて、学校環境衛
生活動の推進に取り組みました。
まず、教室のホコリを少なくする
ために窓開けや換気について見直
しました。そして教室や廊下、体育
館はほうきで掃くだけでなく雑巾
で水拭きをすることにしました。水
拭きを始めた頃は、体を腕で支えら
れず前に倒れ込んだり、途中で休憩
したりしていました。廊下拭きでは
もうダメ！ ｣｢
ハーえらい ｣｢
無理じ
｢
ゃー と
｣ 言 っ て い た 子 ども た ち も ３
ヶ月を過ぎる頃から、長い廊下も最
後まで拭くことができるようにな
りました。雑巾がけは体力向上にも
つながっています。体を支える腕の
力や背筋力、前に拭き進む脚力など
全身をバランスよく使うことが必
要です。もちろん持久力も大切です。

子どもたちが企画した学校保
健委員会では、学校薬剤師の中
本先生から教室の環境検査の結
果や、花粉の季節を上手にのり
きる方法を教えていただき、自
分たちの身近な環境に関心をも
ち改善につなげることができま
した。
本校は、昨年度末に『学校環
境優良校』を受賞し、山口県学
校薬剤師会から表彰を受けまし
た。学校薬剤師による指導・助
言はもちろん学校職員や保護者
の協力、そして何よりも子ども
たちが意欲的に環境衛生活動に
取り組んだ結果です。～継続は
力なり～これからも学校環境衛
生の向上に努力していきたいと
思います。

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２３年９月２０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―２０１６ まで

萩市、須佐地域人権啓発・教育推進委員会

いかの獲れる時期になりました。
今回は、漁師のおかみさんの味を
お届けします。チャレンジしてみ
て下さい。

○いかめし

沢山入れ過ぎない事）
。
④砂糖、酒、各１杯、しょうゆ
大さじ３杯で材料がひたひたに
なるまで、だし汁を加えて 分
位煮込み、最後に、みりん大さ
じ１杯入れて味を整える。食べ
る時まで鍋に入れて置くと柔ら
かくてよい。

○いかの塩辛

３０

■材 料
いか４はい
いきれいかのかね（肝）１個
調<味料 塩>／材料の ％（早く
食べる時は塩分をひかえる）

１０

■作り方
①いかは、頭を取り、包丁で割り
きれいに洗う。水分が十分取れて
から縦２㎝、横１㎝位に切る。頭
も適当に切る。
②材料の ％の塩で、いか、
（い
きれいかのかね）を一つ入れてよ
く混ぜる。ビンに入れて、なじむ
まで毎日、長い箸でよく混ぜる。
日位混ぜる。
③早く食べる時は、塩分を少なく
してホワイトリカー等を加える。

１０

～『作ろう、伝えよう須佐の味』から～

２０

■材 料
小いか８はい、もち米１合、
楊枝適量、 調<味料 み>りん、
砂糖各大さじ１杯、酒大さじ１
杯、しょうゆ大さじ３杯、だし
汁適量

■作り方
①小いかは、頭をとり、筒のまま
で骨をぬいて、皮も取りきれいに
洗う。
②もち米は、洗
って、しょうゆ
をさじ１杯入れ
て、一晩水に浸
しておく。
③いかに、②の
もち米を 位入
れて、米が出な
いよう楊枝で止
める（もち米を
1/2

私たちは、今年６月から新たに須佐公民館の「おもし
ろ学級」として始めた『エコクラフト教室』のグループで
す。
エコクラフトとは、平らなひも状のものが紙でできてい
て、主にバックや小物などをつくることができます。この
教室を始めたのは、メンバーの中の１人がつくっているの
をきっかけに、「教室で広めてやってみようか！」という
一声で始めることができました。まだ２回活動しただけで
すが、すでに８人が会員となっています。
活動日は、毎月第１・第３月曜日の午前９時から 時ま
でですが、いつも活動しながらいろんな楽しい話で盛り上
がり、あっという間に３時間が過ぎてしまって、皆さん、
活動日を毎回楽しみにしています。
来年は、生涯学習発表会の作品展へ出品する予定です。
興味のある方は、ぜひ、一緒につくってみませんか？
●お問い合わせ…須佐公民館６―２３１０ 緒方まで

１２

〈俳 句〉

新緑を仰ぎ仰ぎて大寧寺

（２ 区） 原山礼子

万緑をマグマの標本伊良尾山

颯爽とピンクのナース風薫る

新茶汲む香りし部屋に母偲ぶ

人待ちの鞄に止まる揚羽蝶

（６ 区） 立野イネ子

（８ 区） 林二三子

（８ 区） 岩本登志子

（８ 区） 鈴木孝子

（５ 区） 冨田八重子

ひずり草取っても取っても飽きたらず（４ 区） 品川玉枝

ふるさとは水の清さと鮎の香と

（青葉台） 津守モト子

さっそう

この模様まだまだ着たい更衣

（横屋丁） 茂刈富江

ブブゼラに世界の夏に火がつきぬ （山根丁東） 仁保逸朗

自転車の補助輪とれたよ夏帽子

〈短 歌〉

あおあおとわきたつ若葉伸び生えて
まわりの景色やや遠き見ゆ （青葉台） 田村雅利

朝毎に３㎝ほど葉を広げ
トマトは黄色の花を咲かする（本町上） 岩本美子

火

3

水

4

木 のびのび教室「そうめん流し」（久原園地）

5

金

6

土

7

日

8

月

9

火 色えんぴつ画教室

木

12

金

13

土

14

日 弥富地区対抗ソフトボール大会、弥富・鈴野川盆踊り

15

月 須佐地区対抗軟式野球大会、須佐盆踊り

16

火

17

水

18

木

19

金

20

土

21

日

22

月 エコクラフト教室

23

火

24

水

25

木

26

金

27

土

28

日

29

月

30

火 萩市おもしろ雑学セミナー「樹木を透して見えるもの」（須公）

31

水

（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

須佐地域の人口（Ｈ２３．６月末現在）

編集者 Ｏ・Ｅ

天候の不安定な毎日が続いてい
ますが、皆さん体調を崩してはいま
せんか？全国では熱中症で病院へ
運ばれる方も多いと聞いています。
こまめに水分補給をし、汗をかいた
ら着替えるなど、出かけるときも一
枚着替えを持って行くことも必要
かもしれませんね。
さて、祭りが近づいてきました。
地元の祭りに積極的に参加し、昔か
らの伝統を後世につないでいきま
しょう！（ただし、はしゃぎすぎは
禁物ですよ。
）

※（図）

品川石和さん（４区）

※（図）

井原弘志さん（野頭）

「 家庭の日」

水

11

●のびのび教室「そうめん流し」

※（図）

10

第 回社会を明るくする運動の強
調月間にあわせ、啓発パレードやビ
ラ配りが７月２日（土）に実施され
ました。青少年の犯罪や非行を地域
みんなで防止しましょう！

2

○と き ８月４日（木）
午前 時～
○ところ 久原園地（現地集合）
○対 象 須佐地区の小学生以下
とその家族
○参加費 ５００円
○持参物 水筒、タオル、帽子
○申込み ７月 日（金）までに
須佐公民館へ

月 エコクラフト教室

●萩おもしろ雑学セミナー「樹木
を透して見えるもの」
○と き ８月 日（火）
午前 時～
須佐公民館 講座室
樹木医 草野隆司
無料
須佐公民館まで
○ところ
○講 師
○参加費
○申込み

世帯数
人口
前月比
１，１６７戸 ２，５０７人 （±０人）
２９８戸
６６７人 （±０人）
１，４６５戸 ３，１７４人 （±０人）

須佐
弥富
合計

まずは「家族会議」を設けて、
『家
庭の日』の過ごし方を話し合ってみ
ましょう！
★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

※（図）
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