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敬老の日の対象者
１０３５名(７月１日現在)
米寿４２名・白寿３名

第４２６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 5,935
(男性 2,861 人)
(女性 3,074 人)
2,676 世帯
８月末現在

『ペンダントをどうぞ！』

『ふるさと合唱』

『八千代座歌舞伎 演題 瞼の母』

「敬老の日」を迎えて
平成２９年９月１８日(祝・月)の敬老の日に櫛浜公民館で「敬老の日記念行事」を開催しま
した。「櫛浜地区敬老会」は、台風一過秋晴れの日で高齢者の皆様をお迎えするのにふさわし
い日となり、まずはホッといたしました。
当日は予想以上のご来場でお馴染みの高齢者の顔で会場は溢れました。
高齢者のみなさんもお互いに久しぶりの顔を見つけて懐かしがっておられる様子で、敬老の
日らしい場所と時間が提供出来たのではないかと思いました。
これからも高齢者の皆様が安全、安心の環境の中、「地域のオアシス」として地域貢献でき
る社会づくりを進めたいと思います。
櫛浜地区社会福祉協議会 会長 西村 孝
後世に残せる 魅力あるくしがはまの地域づくりのために！平成２９年度コミュニティ会員募集中！

よしかわ ももね
一(年・中町 )
「ただいま。
」
わ た し が が っ こ う から か え っ て く
ると、
「おかえり。
」
とおじいちゃんとおばあちゃんが、
えがおでいってくれます。
おばあちゃんは、おりょうりがじ
ょうずです。
おばあちゃんのおみそしるは、とて
もおいしくて、パワーがでます。
おかげで、がっこうでも、がんばれ
ます。
か ぞ く の み ん な も、だ い す き な の

で、これからもつくってください。 最近、下松市によく行き、下松
おじいちゃんは、えほんやおいし
のおばあさん、おじいさんの家
いものをかってくれます。うれしく
にも行きます。
て、えがおになります。
ぼくには、櫛浜にもおばあさ
ふたりは、ときどきけんかをしま
んがいます。櫛浜のおばあさん
すが、すぐ、なかなおりします。
は、いろいろなおかしや、ゲー
いつまでもなかよしでいてくださ
ムなどを買ってくれます。そし
い。ずっとげんきでいてください。 て、一ヶ月に一度は、おすしを
だいすきだよ、おばあちゃん
食べに行ったり、お正月には、
だいすきだよ、おじいちゃん
いっしょにおせちを食べたり
します。また、いっしょにお墓
まいりにも行きます。
そんな、下松のおばあさん、
おじいさん、櫛浜のおばあさん
磯村 仁幸
を、ぼくは、大好きです。
六(年・南浜 )
五月には、ぼくたち六年生に
とって、最後の運動会がありま
した。おじいさん、おばあさん
が一生懸命応援してくれて、と
てもうれしかったです。皆様の
ご声援もはげみになりました。
十一月には、ふれあい参観日
があり、いろいろな催しがあり
ます。ご都合がよければ、ぜひ、
学校に足を運んでください。
皆様に櫛浜の歴史は支えら
れてきたと思いま す。
だから、ぼくのおじいさんや
おじいさ ん、お ばあさ ん、敬老
の 日 、 お め で と う ご ざ い ま す。 今
日は、櫛浜地 区のおじ いさん、お
ばあさんにお 会いでき て、とても
うれしく思います。
ぼくのおば あさんと 、おじいさ
んも元気です 。下松の おばあさん
とは、楽しく 話をしま す。おじい
さんとは、い っしょに しょうぎを
したりします 。そして 、一年に一
度、プールにいっしょに行きます。

おばあさんと同じく、櫛浜の
おじいさん、おばあさんには
長生きをしていただきたいと
思います。そして、これから
もたくさんのことを教えてほ
しいと思います。
これから、寒くなりますが、
お体には気をつけられ、いつ
までも元気でいてください。

ふるさとキーボード伴奏

原(文のまま )

河村 百桃(６年・浴)

櫛浜小金管バンドのみなさん
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恒例の「女の一升」の戦い！
真剣な眼差しで
勝負の行方を見守る女性軍団

第６９回櫛浜地区親睦運動会
主催：櫛浜地区自治会連合会

総合優勝
華西小踏自治会

３位

峠自治会

９月２４日（日）天候に恵まれ華西公園に老若男女 準優勝＆男女年齢別リレー 年齢別
約１８００人が集い、運動や競技で秋の１日を楽し アベック優勝 浴自治会
対抗リレー
みました。種目のルールも易しくなって出場者も増
男子
えたようで、賞品をかかえて嬉しそうでした。
１位 浴
リレー種目では順位が入れ替わるたび、会場は声援と悲鳴の渦で大盛り上が
２位 浴東
りでした。参加自治会数が高齢化などで減少気味なのが気懸りですが、来年
女子
の７０回記念大会には、特別企画も練っていますので、各自治会、ご家庭と
１位 浴
も奮って多数ご参加下さい。
(自治会連合会会長)
２位 南浜
後世に残せる 魅力あるくしがはまの地域づくりのために！平成２９年度コミュニティ会員募集中！
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スポ少バレー
８/２６(土) 長門杯ちびっこ大会
Ｄパート 優勝
３勝
「今日、午前中はしあいにほとんどまけていたけ
ど、午後からはしあいにかててよかったと思いま
した。
」
徳原 寧音(桜木)
９/２(土) 花岡大会 ２・３年生出場
２敗
「今日、２年生とはじめてやって０勝２はいだっ
たのでざんねんでした。つぎはかてるようにした
いです。
」
とくはら ねね(さくら木)
６年生の部
１勝１敗
「桜木男子戦では、２セット先にとられてしまい
負けてしまいました。理由はアタックミスだと思
います。なのでアタックのミスを減らしてチーム
をひっぱっていけるようにがんばりたいです。
」
村上 まなみ(遠石)
スポ少野球
９/３(日) 菊川５年生大会 １敗
「今日負けたけど、秋にある５年大会は、県大会
につながるので勝ちたいです。
」藤井 康生(浴)
グラウンドゴルフ
９/９(土) 市大会 １６０人参加
７位 ３ゲーム合計 ５５打
ホールインワン ２回
「日頃、二葉公園での練習の成果だと嬉しく思う」
河本 哲男(浴)

お 知 ら せ
◇とくぶんさい(徳山総合支援学校文化祭)
日 時 １０月２８日(土)
９時４５分～学習発表
１３時～ 販売 １４時３０分 終了
場 所 徳山総合支援学校
◇グラウンドゴルフ大会 (体振)
日 時 １０月２２日(日)
９：００～１１：３０
場 所 二葉開作公園
◇女子ソフトボール大会(体振)
日 時 １０月２９日(日) ８：３０～
場 所 華西公園
◇赤い羽根共同募金(山口県共同募金会)
１０月１日～１２月３１日
ご協力お願いします
◇巡回図書
日 時 １０月４日(水)・２１(土)
場 所 公民館 １４：５０～１５：３０
居 守 １４：００～１４：３０
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スポ少サッカー ほっともっと杯
８/２５(土) １勝１敗１分
２６(日) １敗１分
「格上ばかりで自分らしいプレーがあまりでき
なく、悔しかったです。
」門出 琉生(浴)
９/２(土) Ｕ１１共済リーグ ２敗１分
「１勝目指してもっと練習を頑張ります。
」
浅本 颯斗(東浦町)
９/１０(日) Ｕ１２リーグ １勝１敗
「次こそは全勝できるように頑張ります。
」
浅田 龍(東本町１)
スポ少ミニバス
８/２７(日) 下松市民大会 １勝１敗
「練習したことをチャレンジしたい。
」
清水 萌唯(田中東)
９/２(土) 市秋季交歓会兼日刊新周南杯予選
１勝１敗
「夜市に延長戦で負けました。次は点差をつけて
勝ちたいです。
」
浅本 ゆず(東浦町)
婦人バレー
８/２３(水) 市リーグ 櫛浜 ２：０ 加見
「ケガ人が多数のなか、勝って良かった。
」
石村 悦子(峠)
９/１３(水) 市リーグ １勝１敗
「最終戦、ハプニングがあったけど、全員で頑張
りました。
」
村田 未央(坂田)

ダイヤ改正のお知らせ
奈切方面と粭島方面のバス路線について、減
便を伴うダイヤ改正が行われます。
実施日：平成２９年１０月１日～
ご利用の際は、改正時刻をご確認して下さい。
【お問い合わせ】
防長交通㈱地域交通課 ☎0834-22-7824
周南営業所 ☎0833-43-2200
我が家のいち押し

いのうえ

はるき

井上 希 ちゃん（大浦)
『１才になりました！
元気一杯！』

後世に残せる 魅力あるくしがはまの地域づくりのために！平成２９年度コミュニティ会員募集中！

公民館から

こんにちは！！

昨年 4 月に開講しました。健康体操ベス
トフレンドです。『楽しい仲間づくりと
自然な身体の作り』をモットーとし、岩
根みどり先生のご指導の元、椅子体操、
タオル体操、ウォーキング、ダンス、座
体操の５種目を毎週明るく笑いの絶え
ない仲間で楽しみながら健康作りをし
ています。是非一度遊びに来て下さい。
曜日：毎週木曜日 14：00～15：30
場所：講堂Ａ
戦没者慰霊塔を清掃
地区社会福祉協議会は９月９日（土）
栗南公園にある戦没者慰霊塔と公園内
の清掃活動を行いました。今回も栗南
公園愛護団体の絆クラブ（周南市連合
遺族会）と協働で戦没者に対する敬意
と感謝の気持ちを込めて約２時間草刈
機等を使い清掃作業し心地よい汗を流
しました。最後に、北朝鮮によるミサ
イル発射で緊張感が高まっている中で
歴史を繰り返してはいけないと参加者
全員で恒久平和の誓いをしました。

掃除が終わって
ほっと一息
☆公民館利用要望書設置

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

文化祭で演
技を見てく
ださいね

第６６回櫛浜地区文化祭のお知らせ
日時：１１月５日(日) １０時３０分～
会場：櫛浜公民館
発表・展示：館内 バザー：駐車場
駐車場：櫛浜小学校グラウンド
皆様のお越しをお待ちしています。
ちひろ人権コンサート～金子みすゞの心とともに～
日時：平成２９年１０月１９日(木)
１０：３０～１１：３０
場所：久米小学校体育館
駐車場：久米小グラウンド及び久米公民館スポーツ
広場 ※入場無料・事前申込不要です
倉庫設置工事のお知らせ
９月２５日(月)から１０月１８日(水)まで、
支所・公民館駐車場で公民館倉庫設置工事が行わ
れます。工事期間内は、作業を行うための資材運
搬に伴う大型トラックの出入りがありますので、
駐車場・駐輪場をご利用の際は、十分気を付けて
いただきますようお願いいたします。

公民館利用要望書を公民館窓口に置いてあります。
ご要望のある方は、ご記入ください。

９秒９８（追い風１・８ｍ）。ついに１０秒を切る日本新記録
が誕生しました。従来の記録を０.０３秒短縮。大学生最期の競技会で達成しました。４年間
の思いが一気に脳裏をかけめぐったことでしょう。今年の世界陸上選手権の選考会で、４位
に沈み、リレーメンバーでの出場になりました。心情はいかがなものだったのでしょうか。
１０秒を切るには、秒速１１.７６ｍが必要といわれています。当日は、足に不安があり出場
するかどうか、正に自分との闘いだなと思いました。歴史に残る見事な１０秒切りでした。
誰にも夢、希望はあります。実現するには努力が必要なのだと諦めない気持ちが大切だと痛
感しました。
公民館主事：磯村

平成２９年1０月 櫛浜地区青少年育成カレンダー
～おはようの 笑顔の先に また笑顔～

（青少年非行防止推進周南大会 標語コンクール）

日

1

月

2

火

3

水

4

秋季５年生大会(野) あいさつ立哨(コ)

市陸上記録大会(小)

秋季県体(中)

やまびこ号巡回

木

5

金

6

土

7

新人体育大会(中) 新人体育大会(中)
U１２リーグ(サ)
富田西大会(野)
市小学生選手権大会

資源物（容プラ）燃やせるごみ 資源物（ペット）資源物（びん・缶） 燃やせるごみ (バ)

8

9

体育の日

運動会(蓮)

Ｕ１２クレランカッ
プ(サ)

市民体育大会

Ｕ１１ＴＭ(サ)

10

11

12

13

ちびっこ運動会(蓮)
運動会(保)

櫛浜子ども教室(櫛)

富田西大会(野)
科学教室(館)

市剣道大会(剣)

U１０リーグ(サ)

Ｕ１０近郊大会(サ) 資源物（容プラ）燃やせるごみ

15

14

16

17

編物教室(櫛)

原田裕花杯予選会

資源物（紙・衣）資源物（他プラ）燃やせるごみ (ミ)

18

19

健康料理教室（食） 教育の日(小)

20
中間テスト(中)

21
チャレンジ教室(館)
やまびこ号巡回

岐山大会(野)
Ｕ１２全日１次予選

資源物（容プラ）燃やせるごみ 資源物（ペット）資源物（びん・缶） 燃やせるごみ (サ)

22

23

24

県秋季交歓会(ミ)
グラウンドゴルフ
(体)
Ｕ１０クレランカップ
(サ)

25

26

27

28

櫛浜子ども教室(櫛)

Ｕ１０スポ少大会
（サ）

バス遠足(蓮)

マルキュウカップ(バ)
とくぶんさい(総)

処理困難物

Ｕ１２全日２次予選

資源物（容プラ）燃やせるごみ 資源物（紙・衣） 燃やせないごみ 燃やせるごみ (サ)

29
秋季４年生大会(野)

30
いちごクラブ(館)

31
音楽祭(小)

文化祭(中)
音楽祭(小)
女子ソフトボール
大会(体)
Ｕ１２岐山大会(サ) 資源物（容プラ） 燃やせるごみ

９月２７日～１０月９日は、読書週間です。

館・・・児童館 児ク・・・児童クラブ 小・・・櫛浜小学校 中・・・太華中学校 総・・・総合支援学校 保・・・櫛浜保育園 蓮・・・蓮生・まこと幼稚園 コ・・・コミュニ
ティ推進協議会 母ク・・・母親クラブ社・・・地区社協 民・・・地区民協 体・・・体育振興会 サ・・・スポ少サッカー バ・・・スポ少バレー ミ・・・スポ少ミニバス
剣・・・スポ少剣道 櫛・・・櫛浜子ども教室 公・・・公民館

