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第４２５号
・櫛浜地区コミュニ
ティ推進協議会
「広報部」

・櫛浜公民館
☆記事と情報は下
記まで
℡２５－０５５５
数字で見る櫛浜
人口 5,951
(男性 2,869 人)
(女性 3,082 人)
2,679 世帯
７月末現在
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子ども教室の
目的とは？
子ども教室は、放課後や週休日(長期休業)に、
子どもたちの安心・安全な居場所を設けて、地域
の方々が子どもたちと共に勉強やスポーツ・文化
活動、地域住民との交流活動等の取り組みを実施
していくものです。
Ａタイプは、
障害物を超えピンポ
ン球をＢタイプまで
運ぶ役割

Ｂタイプは、
ピンポン球を的
に向けて発射す
る役割。
徳山工業高等専門学校の学生の指導のもと、ロボットづくり教室が櫛浜公民館で開催されま
した。小学校１年生から中学校１年生までの２６名が挑戦。作るロボットはＡタイプ（Ｂタイ
プが持つ場所までピンポン玉を運ぶ役目）。Ｂタイプ（Ａタイプからピンポン玉をもらい、的
を狙って打つ役目）。それぞれ指定されたロボットづくりに９時にスタートしました。高学年
の児童は、学生の指導を聞き、指定されたとおりに作製していきました。低学年の児童は、保
護者と共に真剣に取り組んでいました。普段使わない機器、細かい作業に悪戦苦闘。３時過ぎ
に型になり、前進・後退・球の投げ出しとロボットを操れるようになりました。操作しながら
納得できるまで微調整を行い、１７時ごろに完成しました。納得のいかない児童は、学生さん
に相談し、改修に取り組んでいました。作製したロボットを手に、満足感一杯で帰宅していき
ました。今夜は、ロボットを楽しんだのでは？夏休みの良い思い出になったことでしょう。
１０月１５日(日)にロボットコンテスト２０１７がキリンビバレッジ周南総合スポーツセン
ターメインアリーナで開催されます。
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８月１９日(月)に、夏休み前
から楽しみにしていた、デイ
キャンプが櫛浜小学校であ
りました。始めに、４チーム
に分かれてドッジボールを
してから、かき氷を食べまし
た。汗をかいた後に食べるか
き氷はとてもおいしかった
です。その他、ビンゴ、クイ
ズ、夕方、スイカ割り、肝試し、花火、
とたくさんの催しがありました。みんな
と一緒に食べる食事はおいしくて、一緒
に楽しい時間を過ごせて、うれしかった
です。 ６年 龍見地 優子(西浦町)

スポ少バレー
７/１６(日) 周南近郊ジュニア大会
Ｂ級決勝トーナメント １敗
「試合には負けたけど、いい試合ができた場面と
できなかった場面があったので、できるようにし
たいです。
」
冨田 紗羽(浴)
８/６(日) 周東・大島近郊大会
Ｂ級トーナメント
１敗
「一勝しかできなかったのでくやしかったです。
とくに、決勝トーナメントの花城戦で力が出せな
かったので力が出せるようにしたいです。
」
藤原 捺美(桜木)
スポ少野球
７/１５(土)・２２(土) 秋月５年生大会 優勝
決勝

櫛浜 ４：２ 秋月

「全員野球でゆう勝できてうれしかったです。最
ゆうしゅう選手もとれてよかったです。」
青木

心(小踏)

７/２９(土)・３０(日) 平生親善交歓大会 優勝
決勝

櫛浜 ７：５ 平生

「ミスがあったけどいっぱい打てて優勝できてよ
かったです。」
８/５(土)・６(日)

吉村 凌河(浴)
津田恒美杯

２勝１敗
「１日目に２勝できたけど、２日目に負けたので
練習をがんばります。」 福本 陽翔(東本町１)

スポ少ミニバス
７/１５(土) ライオンズ杯(兼)県体予選
１勝１敗
「確実にシュートを決めれるようにしたいで
す。
」
松坂 妃夏(浴東)
スポ少サッカー
７/２２(土) Ｕ１１ ４種リーグ
２敗１分
「声を出してパスをつなげられるようにしたい
です。
」
岡 来実(峠)
７/２９(土) Ｕ１１ ４種リーグ
２敗１分
「初戦で先制点を入れたけど後半で逆転され負
けたのでもっと練習を頑張りたい。
」
境 琉稀(本町)
グラウンドゴルフ
７/２１(金) 輝きクラブ周南(市老人クラブ連
合会)大会 ４８チーム参加３チーム入賞
準優勝 櫛ケ浜Ｃチーム
河谷 義人(居守３) 亀井 正幸(荒神)
松田
卓(栗南１)
３ 位 櫛ケ浜Ｂチーム
福永 征子(栗南１) 長浜 淳子(居守２)
増野 愛子(南浜)
５ 位 櫛ヶ浜Ａチーム
山本 国雄(栗南１) 長浜 靖彦(居守２)
高松 昭夫(坂田)
「３チームともチームワークばっちりでした。」
亀井 正幸(荒神)
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お 知 ら せ
◇敬老会記念行事 (社協)
日 時 ９月１８日(祝・月)
９：３０～１１：３０
場 所 櫛浜公民館
※７５歳以上の方々には、地区婦人会を通じ
て案内状が配られます。
八千代座歌舞伎
演題『瞼の母』
◇第６９回櫛浜地区親睦運動会(自治会連合会)
日 時 ９月２４日(日) ８：３０～
場 所 華西公園
(雨天順延１０月１日(日))
◇育児相談 (健康づくり推進課)
日 時 ９月２６日(火)
１０：００～１１：００
場 所 櫛浜公民館
◇巡回図書
日 時 ９月２日(土)
場 所 ・公民館 １４：５０～１５：３０
・居 守 １４：００～１４：３０

８月１３日(日)浴
自治会盆踊会、１４
日(月)栗屋地区・東
部ブロック盆踊会、

輪になってさんさ踊り
１５日(火)５自治会
盆踊会が行われまし
た。
５自治会盆踊会では、

櫛浜西地区
盆踊りの灯籠流し

悪天候だったため太
鼓を出す予定にはし

ていませんでしたが、子どもたちがこの日のため
に太鼓の練習をしてきたので叩きたいと懇願さ
れ、急遽設置しました。
太鼓の音に来場者も増え、太鼓の周りには踊り子
の輪が出来、さんさ踊りで賑わい子どもたちも満
足していました。最後に、先祖供養が終わったあ
と灯籠を一斉に海へ流しました。

藤 ふじ ◇
井 い我

◇公民館健康講座

が

)

ズンバとは？
ラテンを初めとした世界中の音楽で作られ
たとても楽しいダンスフィットネス！有酸
素運動と筋力バランストレーニング!
一緒にチャレンジしませんか？
昨年１１月に櫛浜公民館で開講した新講座

早 さ家
紀 きの
ち い
ゃ ち
ん
（ 押
大
し
踏 ◇
『たくさんの笑顔をくれて、ありがとう。
みんなが幸せになれます。』

で、毎月、第１・３土曜日、第２・４月曜
日に活動されています。ぜひ一度、覗いて
みませんか？
日 時 ９月２５日(月)
１３：３０～１５：００
場 所 櫛浜公民館
対 象 概ね６９歳以下の運動制限のない
人(先着２０名)
※詳しくは、回覧をご覧ください。窓口・
電話で受付いたします。

ひばり川柳

カラオケで 軍歌だあれも 聞いてない

神谷千恵

公民館から こんにちは！！

お問合せ・申し込み先
櫛浜公民館 ☎ ２５－０５５５
Fax ２５－０５５１
kushi-ko@city.shunan.lg.jp

【いろは体操】
月２回、第２・４火曜日に、椅子に座り皆の
年令に合った体に優しい体操をして和気合々
に楽しんでいます。
興味のある方、又、家から出る事の少ない方、
優しい運動から始めてみませんか？
お待ちしています。

「中学生ボランティア」大活躍
夏 祭 り
好天の暑い中、テント張り、机、いすの配置等
担当の指導のもと、速やかに作業が終了。１時
間半程度、これで本番を迎える土台完成です。
たくさんの人々の参加を待つのみです。
テント設営

保 育 園
２時間の作業。午前・午後と先生の指導で、水遊
びなどグラウンドで汗だくになり素足で活動。当
時を思い出した参加者！暑さでのどを潤す飲物が
美味しかったことでしょう。

太華山清掃
台風５号の影響で爽やかな風が吹く抜ける中、ハイキ
ングコース（登山口から５００ｍ）を２時間ほど清掃
活動。時間の経過とともにがんざき操作も上手くなり、
落ち葉を片付けきれいになっていくハイキングコース
もにっこり。愛山会の方の指導のおかげです。
太華山清掃
登山者も喜ばれることでしょう。
暑い暑い８月も過ぎ、心地よい９月。今年も７、８月とたく
さんのイベントが開催されました。印象に残ったものありましたか？ロボット作りに挑戦！
１日かけてのロボット作り、協力者との連携はバッチリでしたか。高専の生徒さんご指導あり
がとうございました。完成したロボットに大満足。
堀川クリーン作戦、今年も収穫。燃えるごみ２袋、ペット類２袋。スポーツ少年団の皆さんお
疲れ様でした。その後の、ソーメン、かき氷で満腹満足。９月は櫛浜地区運動会が行われます。
皆さんの参加を待ってまーす。
公民館主事：磯村

