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５月 日（日）
、毎年恒例の「エン
ジョイスポーツ大会（主催＝須佐ス
ポーツ振興会須佐支部）
」が須佐中学
校の体育館とグラウンドで開催され
ました。
当日は、グラウンドゴルフとソフ
トバレーボール２つの競技に分かれ、
それぞれ優勝をかけてプレーを楽し
んでいました。

アタッーク！ブロックではじいた…！

須佐中学校体育館で行われたソフ
トバレーボールは、予選でも迫力の
ある試合が展開され、大変盛り上が
っていました。

１５

チ ーム は各 地区で 編成さ れた ９チ
ーム 人が参加し、団体優勝目指し
て競いました。敵同士の戦いであり
ながらも、笑顔で対戦する姿がとて
も印象的でした。
おっと、あぶないっ！つないだ！

一方、グラウンドゴルフは、個人
の争いとなりました。
事務局で編成されたグループで須
佐中学校と旧奈古校のグラウンド２

優 勝 入江・水海Ａチーム
準優勝 松原Ａチーム
３ 位 上三原・堀田・
下三原チーム

【大会結果】

４８

会場で、それぞれを２コースずつ回
り、計４コースの合計打数を競いま
した。
参加者は、爽やかな空気を吸いな
がら、和気あいあいとプレーを楽し
んでいました。
なお、この大会で 人中、 人の
方がホールインワンを決めました。
３５

優 勝 工藤美恵子（松原）
淳優勝 高田民與（高山）
３ 位 森中 保（山根丁東）

【大会結果】

なお、大会結果は下記のとおりで
す。

７５

「入って～！」最後の打数になるか？

【ホールインワン賞】

参加者の皆さん、関係スタッフの
皆さん、大変お疲れさまでした。

（松原）工藤恵美子、山縣セツ子、
山根寿満、中嶋一憲、山根京子、
大草勝
（山根丁東）森中保、佐々木繁美、
椋晶雄、
（本町）三浦実、齋藤精、大賀敏男、
伊藤達也、岩本好昭、
（河原丁）弥重南椰子
（山根丁西）亀石勇、日笠正昭、
藤山時邦
（青葉台）廣兼健一、藤岡政弘
（入江）斉藤ヨシ子、三輪紀男
（高山）高田民與、中村博、
大賀久代
（下三原）西川定子、海老谷照代、
田村守生、
（まてかた）椋木貞人
（野頭）岩本松栄、井原弘志
（堀田）品川功、中村晋、山本徹
（浦西）野﨑哲利

「よいしょ！」これは決まりそう…

６月５日（日）
、晴天に恵まれ健
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。
毎年恒例となった泥落としも兼ね
たこの大会に、今年はソフトバレー
ボール７地区、グラウンドゴルフは
１２地区の参加があり、応援も含め
ると約２００人と多くの方に参加し
ていただきました。
参加者の皆さん、大会役員の皆さ
ん早朝から大変お疲れさまでした。

１０

９ 区チーム
７ 区チーム
４ 区チーム
区チーム

プレーするのを大勢で見まもってます。少し緊張？

【グラウンドゴルフ】
一方、グラウンドゴルフは、弥富
グラウンドを会場に、８コースを２
回ずつまわり２ゲームをおこないま
した。天気の雨マークもどこへやら、
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、ハツラツと終始なご
やかにプレーを楽しんでいました。
各地区６人編成の上位４人のスコ
アで成績を競い、弥富地区で一番人
口の少ない１区が優勝と健闘し、２
位から６位までは１打差ずつという
大接戦となりました。

試合結果は、次のとおりです。
（上位４名のスコア）
優 勝 １区チーム １９０
準優勝 ９区チーム １９４
３ 位 ５区チーム １９４
※同一スコアの場合、上位５名の
スコアで決する。

なお、 人がホールインワンを出
しました。

１２

★ホールインワン賞
（１区）広兼真珠子
（２区）吉屋一之、吉屋ヤエノ、
（４区）村木紘一、
（５区）宇野健治、
（６区）立野美德、
（９区）清水良雄、宮内敬次
（ 区）奥山靜清、末永德行、
（ 区）國富政義、豊田博貴
※今回はご夫婦揃ってのホールイン
ワンもありました。

１３ １１

【ソフトバレーボール】
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。Ａブロック
では９区チームと 区チームが、Ｂ
ブロックでは４区チームと７区チー
ムが勝ち上がり、決勝トーナメント
に駒を進めました。決勝戦は、７区
チーム対９区チームとなり、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
準優勝
３ 位
３ 位

１０

これは、余裕のプレー！

去る５月 日（土）
、弥富畳ケ淵交
流事業実行委員会・弥富公民館共催
で、
「伊良尾山火山の恵みを探訪」と
題し、講師に山口大学理学部永尾隆
志教授をお招きし、バスツアーが行
われました。

雨の降る中、伊良尾火山を実際に見学

当日は折からの台風接近にも関わ
らず、須佐・田万川地域から 人の
参加がありました。日程はまず、阿
武町と萩市にまたがる伊良尾山の裾
野にある伊良尾火山観察施設を見学。
今から約 万年前の伊良尾山の噴火
による火山灰で形成された縞模様の
地層に手を触れながら、初めて見る
自然の造形美に驚きの声が上がって
いました。
５５

また鈴野川地区の猿屋の滝や、小
川地区の龍鱗郷では、垂直に立ち並
ぶ柱状節理と言われる玄武岩の柱が、
溶岩が冷えるときに亀裂を生じてで
きたものとの説明を聞き、遥か遠い
時代に遡る大地の生い立ちに深く思
いをめぐらせていました。
現地見学後は、弥富交流促進セン
ターで昼食をとり、更に永尾先生の
詳しい説明を聞き日程を終えました。
参加者からは、口々にこの探訪が地
域の再発見と、今後の活性化につな
がればと期待する声が聞かれていま
した。

永尾教授による火山世の説明を聞参加者

平成 年度第１回目の「須佐あお
ば勉強室『視察研修』」を５月 日
（火）に開催しました。
研修場所は、島根県浜田市の三隅
町で石州和紙会館、石正美術館、そ
して三隅公園のつつじを見学に 人
が参加しました。

また、石正美術館では、学芸員さ
んに説明していただきながら、日本
画家の石本正氏の「舞妓」の作品な
どを見て回りました。
ちょうど見頃と聞いていた、三隅
公園のつつじはあいにくの雨で徒歩
での見学を断念しバスの中から見る
ことに…。
それでも、見事に咲いているつつ
じを見て参加者は「わーっ！」と大
歓声を上げたり、携帯で写真を撮っ
たりと子ども顔負けのはしゃぎぶり
でした。

２８

４０

１０

２０

和紙のすき方を学ぶ参加者

石州和紙はテレビでもＣＭが流れ
ていますが、近代化していくこの時
代にもかかわらず、和紙ができあが
るまでの工程がすべて手作業という
技術を誇っており、説明を聞いてい
る参加者も大変驚いていました。
説明を聞いた後は、実際にはがき
サイズの和紙すきを全員が体験しま
した。初めて経験する方もおられ、
指導者に手取り足取り教えていただ
きながら、一人２枚ずつはがきをつ
くることができました。

色鮮やかに咲いていました。

２３

３３

「手塚網昌」の肖像画

ひょんなきっかけで、須佐に近代日本発展の一翼を担った人物がいること
を知ったのは 年前のこと、地道な資料集めで、やっと皆さんにお知らせ
できるまでになりました。その人の名は「手塚猛昌」
、もちろん須佐出身で
す。
手塚猛昌は、嘉永６年（１８５３年）須佐村河原丁の貧しい武士の二男（幼
名は楮三郎、のち義助と改めた）として生まれました。猛昌は貧しいながら
も須佐育英館で勉学に励み、四書五経を独学で学びました。明治４年福川村
（旧福栄村）の手塚家の養子となり神官として身を立て、周防一ノ宮玉祖神
社（防府市）や黒川八幡宮（山口）の神官を務め、山口神道事務局長の職に
ついていましたが、向学心に富み 歳の老書生として慶応義塾に学びまし
た。在学中は、同塾の幼稚舎（日本で最も古い小学校）で、漢学教師を勤め、
俸給を学資に充てていました。卒業後は、家族を東京に呼び、東京での生活
が始まりました。
１０

猛昌は、慶応義塾の恩師福沢諭吉との出会いをきっかけに、諭吉の勧めに
より、イギリスの時刻表を手本に、明治 年日本で初めての本格的時刻表月
刊「旅行案内」を発刊しました。この時刻表の発刊により、交通・運輸のネ
ットワークは格段に拡充し、近代日本発展の一翼を担いました。
現在発行されている時刻表の元祖は、月刊「旅行案内」であり、猛昌は現
在の「時刻表の父」でもあります。こうした彼の功績の証として、月刊「旅
行案内」が発刊された 月５日を「時刻表記念日」と定めています。
また、猛昌は財界人としても活躍し、東洋印刷株式会社や帝国劇場株式会
社、横須賀電気瓦斯株式会社、東京市街鉄道株式会社、株式会社旅行案内社
などの創設等に尽力しました。こうした大きな功績がありながらも、地元の
人すら彼の存在をほとんど知らないのが現実です。
そんな中、先般彼の功績を後世に伝えようと、手塚猛昌を研究・顕彰する
会が立ち上がり、地道な調査活動を始めました。手塚猛昌に関する情報又は
古い時刻表をお持ちで寄贈頂ける方がおられましたら、須佐地域文化振興会
事務局内吉田（０９０ ８-０６６ ３-０１６）まで連絡頂ければ助かります。
１０

２７

弥富小は、児童は 名で、低・中・
高学年ごとの完全複式学級です。昨
年度から休校の鈴野川校区の児童も
通っています。
本校の学校教育目標は以前より
「心身ともに健やかで、夢や希望を
もって、自ら学び続ける弥富っ子の
育成」です。
この目標は「キャリア教育」の重
要性が言われている今の時代にふさ
わしいと思います。
目指す児童像を○やりぬく子
（体：
「元
気」
、気力・体力づくり）
・○ともに支え
合う子（徳：「つながり」、心・仲間
づくり）
・○みずから学ぶ子（知：
「基礎
基本」
、学力づくり）とし、それぞれ
にチャレンジ目標を設定しています。
「体」では、
「汗をかこう 分」
、
「徳」
では、「おはようさよなら 人（回）
」
、
「知」では、
「暗唱・創作 篇」とし
て、学校生活の中で自己実現できる
ように取り組んでいます。
本校の特色は、児童が地域の人と
一体となって弥富のよさを発見し、
発信する教育活動の取り組みです。
各教科、総合的な学習の時間（
「つ
ながり学習」と呼称）
、表現タイムの
時間に、地域に出かけ、地域の人の
お力をお借りしたり、地域の方と一
緒に行事などでふれ合ったりしてい
ます。
１５

３０ ３０ ３０

少子・高齢社会が顕著となった今日、医療、介護、年金等、さまざまな
問題や課題が歪みとなって生じており、われわれ民生、児童委員に寄せら
れる相談内容も多岐にわたっている。
自身も民生、児童委員の委嘱を受けて４年目を迎え、その責を活かして
いる。以前から高齢者に関する相談が最も多く寄せられていたが、心身障
害者に関する相談も次いでいる。
最近の傾向として児童、生徒、さらには青少年に関する案件の相談も微
増している。自身、過去の職歴で多少の認識はあるが、さらなる見識を深
めなければと考えている。
世紀を担う若者が、健全な社会人として成長できることを願ってい
る。現在、須佐地区の民生、児童委員 名で地区住民の相談業務などに
あたっています。今後とも何でもお気軽にご相談ください。

とくに、表現タイムを中心として
さべつない
手をつなぐ
磨き上げた表現力を駆使して、県内
明るい未来まってるよ
おててと心が ぽっかぽか
各地で毎年開催された山口県総合芸
えがおあふれるすさの町
育小３年 吉田萌華
術文化祭「子ども夢プロジェクト」
育小３年 林 美空
どうしたの
には続けて参加し、弥富のよさを発
いやがらせ
ひとりじゃないよ ぼくがいる
信してきました。昨年度は、萩市小
それはだめだよいけないよ
育小５年 斉藤真輝
学校音楽会に参加の機会を得て講師
みんなやめればともだちふえる
の方からも、その卓越した表現力に
育小５年 藤岡大和
（※学年は出品当時の学年を記載）
称賛の言葉をいただきました。
本校の児童は、少人数のよさを生
かして逞しく育ってきてはいますが、
いざ自分たちが大勢の中に入ったり、
自分ひとりで校外等でたちふるまわ
なくてはならない場合、その時その
場での対人関係の所作に戸惑う姿も
見られます。
須佐地区民生委員児童委員協議会
そういう意味では、キャリア教育
会長 清 水 良 雄
の視点で指導を充実し、培った表現
力を日常生活にも生かせるようにし
て、ふるさと弥富・須佐地域に誇り
をもって生きていく子を育んでいき
たいと思います。
〈須佐地域生徒指導連絡協議

萩市音楽発表会の様子

２１

１９

長年の夢であった「かづらデコ・クラブ」を少人数な
がら立ち上げました。
私が嫁いできた頃、冬場の仕事に納屋の庭先でおじいさ
んが鳥の巣や手かごを竹でつくっているのを、朝な夕なに
見て通りました。
ある日、山から「つつら」を取ってきて、何となく半日
がかりで小さなかごをつくりました。誰に教わるでもなく
できたのがとてもうれしく、おもしろく、いろいろな型を
つくって楽しんでいました。
１人ではおもしろくないなと何人かに声かけして、よう
やく秋月美智子さん（まてかた）、村田明美さん（水海）
の協力を得ることができました。
自分たちで考えながら、いろんな物をつくっています。
難しいことはありませんので、皆さんも是非、お気軽にご
参加ください。
○代表 村岡万子（上三原）
℡６―２６５７

かづら…

一筆の絵はがき届く走り梅雨

（青葉台） 江川文子

（横屋丁） 茂刈富江

〈俳 句〉

あじさいの坂を登れば灯台へ

（まてかた） 山崎 尚

（青葉台） 津守モト子

店頭の笛に引かれて夏を買う

足腰に老いの近寄る梅雨じめり

紫陽花にふれれば蚊の鳴く日暮れ時 （青葉台） 津守マキ子

（６ 区） 立野イネ子

犬が好きだけど代わりに目高飼う （山根丁東） 仁保逸朗

在りし日の友の句もあり梅を見て

〈短 歌〉

（本町上） 岩本美子

年毎に老いたる身体隠せねど
口先ばかり達者となりて （青葉台） 田村雅利
すだれ

咲く花を 簾 の如く揺るがせて
手を振る如し藤の大木

※（公）

※（図）

須佐地域子ども会交換大会

１１

※（図）

３０

祇園まつり

※（図）

１０ ２９
２０

※（公）

梅雨に入りました。しばらくはじ
めじめした日が続きそうです。気分
も少し沈みがちになりそうですね。
こんな時こそ、自分の趣味を活か
したり、軽～く室内でできる運動を
したり、読書をしてみたり…と、普
段なかなかできないことをやって
みてはいかがでしょうか。たまった
ストレスをこの時期に解消できる
チャンスでもあります。
「梅雨だからできること」を探
し、楽しく過ごしましょう！

弁天まつり

●山口福祉文化大学公開講座「レ
クリェーション活動を楽しもう」

※（公）

１８

3

日

4

月 エコクラフト教室

5

火

6

水

7

木 須佐さつき学級「健康教室」（保健センターと共催）

8

金 習字教室

9

土

10

日

11

月

12

火 色えんぴつ画教室

13

水

14

木

15

金

16

土

17

日

18

月 海の日

19

火 エコクラフト教室

20

水 地域内小・中学校終業式

21

木

22

金 習字教室

23

土

24

日

25

月

26

火

27

水 イカまつり

28

木 須佐湾大花火大会

29

金 弥富子ども会夏休み会

30

土

31

日

１５

土 第４６回交通安全子ども自転車大会（小郡）

編集者 Ｏ・Ｅ

須佐地域の人口（Ｈ２３．５月末現在）

○と き ６月 日（水）
午後 時～ 時 分
○ところ 弥富交流促進センター
○講 師 山口福祉文化大学
ライフデザイン学部
小 坂 美 保
○申込み ６月 日（月）までに
須佐公民館または弥富公民館へ申
込み
○その他 活動のしやすい服装で
お越しください。
※当日は、
「弥富やよい学級」も共
催として同時開催

（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

１４ １５ １４

３０

●須佐図書館特別企画展「須佐湾
遊覧船フォトギャラリー」
２６

2

●須佐地区対抗バレーボール大会

２５

金 須佐ふれあいコンサート（文化センター）

○と き ６月 日（日）
午前８時 分開会式
○ところ 須佐中学校体育館
○対 象 須佐地区中学生以上
○申込み ６月 日（月）までに
須佐公民館へ

※（図）

○と き ６月４日（土）
～ 日（日）
午前９時 分～ 時
○ところ 須佐図書館 視聴覚室
○ギャラリートーク
６月４日（土） 時～
６月８日（水） 時 分～
６月 日（土） 時～
※５月のゴールデンウィーク中に
実施した須佐湾遊覧船実証事業の
際に撮影した写真展です。海から
の須佐湾の風景は絶景です！是非、
皆さんお誘い合わせてご覧くださ
い。

※（図）

1

３０

★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

世帯数
人口
前月比
１，１６６戸 ２，５０７人 （－９人）
２９９戸
６６７人 （－１人）
１，４６５戸 ３，１７４人 （－１０人）

須佐
弥富
合計

容
内
事
行
曜
日

２６

２０

○文化発表 ６／１９（日）９時～
○特別講演 ６／１９（日）１３時３０～
※場所＝須佐文化センター
○作品発表 6/18(土)～20(月)正午まで
※場所＝須佐公民館

