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５月２日（月）
、須佐湾遊覧船実証
事業に伴い、須佐地区の地形や歴史
を巡る探訪ツアーを開催しました。
参加者は、隣接地域でありながら
地域間のことは知らないということ
もあり、参加者のほとんどが田万川
地域の住民でした。遊覧船に初めて
乗る方も多く、船から眺める風景を
とても楽しんでおられました。

遊覧船から須佐椀を眺める参加者

４月

日（土）～５月８日（日）の

２９

大自然の造形美、須佐湾を遊覧船
で案内する「須佐湾遊覧船実証事業」
が、ゴールデンウィーク中の 日間、
開催され、多くの観光客で賑わいま
した。
遊覧船のガイド役には、地元須佐
の住民と職員が協力しあいながら行
いました。ガイドは皆さん初体験！
最初は少し緊張した様子でしたが、
２回、３回と案内するうちに緊張も
ほぐれ、独自に工夫したものを盛り
込んでガイドする方もいました。

日

１０

また、お客さんも初日から満員御
礼の盛況ぶり。船酔いで気分を悪く
する方もおられましたが、それでも
遊覧船に乗られたお客さんのほとん
どは大変喜ばれました。
また、同時に須佐駅前では、焼鳥
や須佐の特産品の販売や、フリーマ
ーケットなどが行われ、大変賑やか
な連休となりました。

湾内を遊覧して戻ってきた船

須佐駅前のフリーマーケットで…

中でも、国の名勝及び天然記念物
として全国的にも有名な須佐ホルン
フェルスは、陸からの風景とは全く
違い、間近で見る雄大な姿に参加者
は感動していました。
また、午後からは陸に上がり、須
佐の歴史について学びました。参加
者は一日間で須佐を一望でき、大変
満足していました。

船から「屏風岩」を眺める観光客

雄大な姿のホルンフェルス
益田家墓所にて…

１０

昭和 年 月生まれ。
昭和 年に山口放送へ入社し、ア
ナウンサーとして 年間勤務。平成
年３月に退社し、今はフリーラン
スアナウンサーとして活躍していま
す。テレビでは、皆さんよくご存じ
の『ＫＲＹテレビ夕刊』
『ズームイン
朝！』
『情報１番 カツ躍ワイド』な
どに出演されていました。
また、ラジオやスポーツの実況中
継などでも活躍されています。
２３

５０ ２７

１２

３６

３０

「萩市春の花いっぱいコンクール」
の審査が４月 日（木）
、 日（金）
に行われ、須佐地域では個人・団体
あわせて８件が入賞されました。
おめでとうございます。
１５

【地域・職域団体の部】
奨励賞 弥富保育園
奨励賞 山根丁東子ども会

【ガーデニング・プランターの部】
銅 賞 上崎タケコ
↓
（生活支援ハウス寿）

奨励賞
生活支援
ハウス寿
→

奨励賞 須佐公民館
放課後子ども教室

マリーゴー
ルドが鮮や
かですね。と
ってもきれ
いです。

１４

【個人の部】
金 賞 柴田静江（中津）
銅 賞 原田好里（山根丁東）

かわいいですね！

金賞の柴田さん宅玄関前で…

勝津さんの魅力いっぱい、笑顔い
っぱいの講演を、是非、聞きにいら
してください。

【講演会日程】
日時 ６月 日（日）
午後１時 分～
場所 須佐文化センター
演題『今伝えたいこと』
１９

4,347

平成 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 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！

176
文化センター

7,290
（交流促進センター含む）

505
弥富公民館

8,524

２３

690
須佐公民館

２２

件 数 人 数

１０

の 年間より短いことにショックを
うけたのです。自分が子どもの時は、
こんなこと思ってもみないことでし
た。結婚して家庭を築き上げてきた
今だからこそわかったことだと思い
ます。ですから、この 歳を節目に
お小遣いとお小遣い帳を渡し、月末
に会計報告をさせています。
この子に残せること、伝えるべき
ことはいったい何があるだろうか。
自分の生きる道をつかむため、いつ
かは家を出て一人暮らしをするであ
ろう２人の息子に、生活習慣の一つ
として金銭管理を身につけてほしい
と願いました。
それと共に、
「早寝・早起き・朝ご
はん」です。生きていくために重要
な３本柱です。一人暮らしは誘惑と
の戦いだと思います。親として、自
分の健康管理ができる子に育ててい
かなければと常日頃から考えており
ます。
最後になりますが、これは私自身
が勝手にネーミングし、勝手に一人
でやっていることです。
「気ままに見
守り隊」という挨拶運動と交通安全

を兼ね立哨をしていることです。
そして、明るく・いつでも、ど
こでも、誰でも・先に・続けてプ
ラスアルファの言葉がけの挨拶を
するようにと。たかが朝の立哨で
と思われるかもしれません。
弥富駐在所の警察官、地域の交
通安全指導員さんに地域の方と、
日々同じ時間帯に出会う方は限ら
れておりますが、およそ 分弱の
ひとときです。普段仕事にでてい
るとなかなか地域の方と話をする
機会も少ないので、できるだけ都
合をつけて歩いていくようにして
おります。
最初の頃は、自分が子どもたち
を見守るという意識が強かったの
ですが、最近では、挨拶し言葉を
交わすことで自分自身が地域の方
々とつながっていること、ホッと
させていただいていることを実感
しています。これが今盛んに言わ
れている「絆」なんだと気づかさ
れます。さわやかな朝のひととき
を共有できるのも今年を含めて残
り少なくなってきましたが「気ま
まに見守り隊」の隊長兼隊員とし
て、また明日も頑張りたいと思っ
ております。
弥富っ子の皆さん、地域の皆さ
ん、もうしばらく私の「気ままに
見守り隊」の活動にご協力してく
ださい。よろしくお願いいたしま
す。

１０

やまびこ母親クラブ
会長 山 本 寿 代
我が家は中３と小５の２人息子で
す。上の子から考えると、弥富小学
校のＰＴＡ会員になってついに９年
目となりました。そして、今年度初
めてやまびこ母親クラブ会長兼ＰＴ
Ａ副会長という大役に選ばれました。
各ご家庭での考えもおありでしょ
うが、２つほど我が家でやっている
ことを紹介させていただきます。
１つ目。これは小学１年になり、
平仮名で字が書けるようになってか
らさせていることです。それは、家
庭ゴミの袋に父親の名前を書くこと
です。もちろん１年生ですから、す
べて平仮名です。最初は形が多少不
格好でも一応読めておりましたので、
収集車の方々には大変ご迷惑をおか
けしていたと思いつつ、現在に至っ
ております。今では、漢字で家族の
誰かの名前を書いており、ゴミ分別
の話をしながらやってくれています。
２つ目。ちょうど上の子が 歳の
誕生を迎えた日に気が付いたことで
す。 歳といえば２分の１成人式の
年です。そして、我が子と暮らせる
のも後８年だと気が付き、これまで
１０

１０

１０

平成 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 年度は、須佐、弥富地区の
スポーツ行事、計８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 年度も、引き続きスポーツ
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
会への積極的なご参加をよろしくお
願いいたします。
なお、スポーツ少年団・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。各団体でスポーツ災害保険に
加入してください。

須佐スポーツ振興会
会長 井原弘志

1/4

えんどう豆のさやが日増しに大き
くなってきました。春の味覚をごは
んにして頂いたらいかがでしょうか。
【材料】４人分
米カ ップ２と
もち米カップ
えんどう（さやつきのもの） ｇ
３０

【作り方】
①米ともち米は炊く 分～１時
間前に混ぜて洗い、ざるに上げ
て水気をきっておく。
②えんどうはさやから出し、洗っ
てざるに上げ、水気をきる。
③釜に洗い米と同量の水（約カッ
プ３・６）を入れ、塩小さじ 、
みりん小さじ２を加えて火にか
ける。
④沸騰したらえんどうを入れて、
軽く混ぜ、中火で３～４分炊い
たのち、さらに弱火で ～
分炊き、最後に一度強火にして
すぐ止める。
⑤約 分蒸らしたのち、軽くほぐ
して茶碗に盛る。

１０

１２

1/4

１３

【自動炊飯器の場合】
①炊飯器に洗い米と同量の水を入
れ、分量の塩、みりん、えんど
うを最初から加えて炊き上げる
（多機能のメニューがある場合
は、その設定に合わせる）
。
②スイッチが切れてから約３分後、
もう一度スイッチを入れ、再び
切れたらそのまま約 分蒸らす。

３０

さ あ 、 皆 さ ん も おいし く 炊 い
て 季 節 の 豆 ご は ん を賞味 し て み
てください。

１０

～鏡山神社にまつわるお話～

須佐まてかたにある浄蔵貴所塚の
ある鏡山神社に行かれたことがある
でしょうか？
浄蔵貴所様は、小さい頃から並は
ずれたパワーの持ち主として現在ま
で語り継がれているお話があります。
毎年元旦には参拝ツアー（２００４
年から）が組まれ多くのお客様が訪
れているようです。
「参拝するお客様に浄蔵貴所様のこ
とを知ってもらいたい。わかりやす
く説明するにはどうしたらいい
か？」と考えてつくられたのが『紙
芝居』です。制作したのは、まてか
たの河村ゆみ子さん。河村さん自身
も知りたかったこともあり、資料で
調べながら約半月、何かにとりつか
れたように一心不乱でつくり上げた
ようです。河村さんのお話では、紙
芝居の絵も想像で描かれたというこ
ともあり、いろんな楽しいエピソー
ドを聞くことができました。
この紙芝居ですが、最近では、４
月 日（水）
、須佐図書館で前須佐公
民館長の長谷勝さんが放課後子ども
教室と児童クラブの子どもさんの前
で披露されました。
紙芝居は、須佐湾エコロジーキャ
ンプ場のホームページにも載ってい
ますので是非ご覧ください。
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２０

２２

２３

１３

私たち陶器部は、今から約 年前に、当時
３人から活動を始めたグループです。
今では、会員６名とお弟子さん３人の計９人
で須佐唐津焼きをつくっています。
また、３年前にはＮＰＯ須佐大橋コミュニテ
ィが立ち上がり、３１５号線のログハウスで毎
週土・日と祝日、秋の赤米フェスタ、各種イベ
ント等で焼き物の販売やろくろ体験などを行
っています。
焼きものづくりは、中畑公民館や各自宅でつ
くっていますので、興味のある方は是非、私た
ちと一緒につくってみませんか？優しく教え
て差し上げます。
○連絡先 伊藤一男（中畑）６―３８６９まで

３０

（青葉台） 江川文子

〈俳 句〉

一年生起立気を付け葱坊主

（山根丁東） 仁保逸朗

（青葉台） 津守マキ子

ＳＬの汽笛五月の空を裂く

贈られし帽子かぶりてひと回り

もの言わぬみすずの部屋の立夏かな （横屋丁） 茂刈富江

（青葉台） 津守モト子

（まてかた） 山崎 尚

履き慣れし靴の軽さや山若葉

（６ 区） 立野イネ子

監査役指名されるや五月病

水仙の凍えし夜耐えし白きかな

〈短 歌〉

（本町上） 岩本美子

パンジーが明日え明日えと咲き誇り
余寒しのぎて春を装う
（青葉台） 田村雅利

咲く花を簾の如く揺るがせ
手を振る如し藤の大木

～お詫びと訂正～
先月号（４月号）の「生涯学習作品コーナー（短歌）
」
に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

枯れたかと思いしバラや猿すべり
（誤）
春の日差しに芽を待ちあぐる
↓ （正）
春の日差しに芽を持ちあぐる
（本町上）岩本美子

《エコクラフト教室》
日時＝毎月第１・３金曜日
午前８時 分～ 時
※６月から開催
場所＝須佐公民館
※材料費がかかります。

※（図）

ゴールデンウィークは、いかが
お過ごしでしたか？ ～ の 日
間、須佐地区でも大きなイベントが
あり、私も須佐湾の遊覧船ガイドや
駅前の出店などで大忙し。ガイドは
少々緊張しましたが、船に揺られて
大自然を眺めるのも気持ちよかった
ですよ！（ガイドはペーパーを見な
がらでしたが、ちょっとはまりそう
な予感・・・こんな経験は、なかな
かできません。
）さあ、次は生涯学習
発表会へ向けてレッツ・ゴー！

水

16

木

17

金

18

土

19

日 生涯学習発表会

20

月 エコクラフト教室

21

火

22

水

23

木

24

金 習字教室

25

土

26

日 須佐地区対抗バレーボール大会

27

月

28

火 あおば勉強室「こけ玉づくり教室」

29

水

30

木
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須佐地域の人口（Ｈ２３．４月末現在）

《須佐の歴史勉強室》
３０

火 色えんぴつ画教室

15

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

日時＝火曜日午後１時 分～
（月２回～３回程度）
※７月５日から
場所＝須佐公民館

※（公）

１２

※（公）

月

14

《習字教室》

木

３０

日

13

分

水

9

●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

火

8

※（図）

12

日時＝毎月第２・４金曜日
午後１時 分～３時
場所＝須佐公民館
講師＝岩本美子（本町上）
会費＝毎月５００円

月 エコクラフト教室

7

生涯学習作品展示
6/18～6/20（午前中）

土

《色えんぴつ画教室》

6

5/8

１０

世帯数
人口
前月比
１，１６９戸 ２，５１６人 （－６人）
２９８戸
６６８人 （－３人）
１，４６７戸 ３，１８４人 （－９人）

須佐
弥富
合計

※（公）

金 習字教室

11

日時＝毎月第２火曜日
午後１時 分～３時 分
場所＝須佐公民館
材料＝「大人の塗り絵」の本
色鉛筆、消しゴム

土

○と き ６月５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

金

4

※（図）

10

３０
３０

３０

3

※（公）

日

３０

木

※（図）

2

※（公）

水

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

5

容
内
事
曜

1

行
日

３０

搬入 6/13(月)～6/15(水)
場所 須佐公民館
〆切 6/10(金)

