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・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 5,900
(男性 2,842 人)
(女性 3,058 人)
2,666 世帯
1 月末現在

会村井さんによる説明風景

記念式典
みんなで万歳三唱！

年 ・ 中 山 真 音 さ ん 西( 佐
倉 ・) 太華中二年・浅谷日
陽里さん 峠 が作文を朗
(
)
堀川道禄神社→
読しました。
（別紙一・二）
小踏道禄神社→聖の森→
式典後、参加者全員で恒例
天女巌を探訪しながら、ゴミ
のくしがはま史跡探訪を
を集め！
行い、櫛浜の歴史を再認識
約一時間、
し、同時に冬季クリーン作
かなりの
戦も実施。郷土愛を学ぶ日
ゴミを
になりました。
回収しま
「
国歌斉唱」
ピアノ伴奏
した！
▲小 踏 道 禄 神 社 で の 郷 土 史 櫛浜小三年
中山 奏 さん 東
(本町二 )

二月十一日（日・祝）
「建
国記念の日 奉祝記念行
事」を（建国記念の日奉祝
式典実行員会）櫛浜公民館
講堂で開催しました。
式典には約八〇人が参加
し、はじめに国歌斉唱、大
楽純敬実行委員長の式典
あいさつに続き、櫛浜小六

第４３１号
・櫛浜地区コミュニ
ティ推進協議会
「広報部」

櫛浜郷土料理
『つしま』に挑戦

二月十日 土( 蓮)生・まこと幼稚園、蓮生・ふ
たば保育園のお遊戯 会が太華中学校体育 館
で開催されました。
生憎の寒い日お天気でしたが、会場は保護者
をはじめ地域の方でいっぱい。熱気にあふれ
ていました。
子どもたちは、この日のために一生懸命練習
したそうです。成果を発表してくれた顔は自
信に満ちた笑顔でした。
年長さんは、最後のステージ！とても素晴ら
しく、四月からの新一年生が楽しみです。
ほんとにみんなよく頑張りました。

園児全員で、みすずの
うた「あしたがすき」
手話が素晴らしかっ
たね！

泣く子はどこだぁ～
鬼が現れ逃げ惑う
子どもたち
二月十六日 金(）櫛浜小三年生総合学習が
櫛浜婦人会の指導で郷土料理｢つしま｣作
りが行われました。
今回は、新しく完 成し た調理室での杮落
としとなりました 。三 年生全員で、豆腐
をゆで、野菜を切 った り、慣れない手つ
きで頑張って完成させました。
給食時間にみんな で美 味しく試食しまし
た。
子ども達は、
「野菜を切る、炒めるのが怖
かった」
「豆腐と野菜を合わせるのが楽し
かった」
「つしまの作り方がわかってよか
った。家でも作っ てみ ます」などの感想
と、お手伝いして 頂い た婦人会の皆さん
に感謝の気持ちを伝えていました。

カラスのパン屋さ
ん！おいしいパンが
焼けましたね！

怖い鬼の
お面完成 ！
節分は立春の前日に悪鬼を追い払い
福の神を迎える行事。
一月二九日 月( サ
) ークルゆりかご
母(推 の)節分イベントが公民館で行
われ、約四〇組の親子が参加しまし
た。子どもたちは、鬼のお面を作り鬼
に変身？出来たかなと思いきや？
どこからともなく現れた、赤鬼・青鬼
に子どもたちは大絶叫！
怖がりながらも豆に見立てたボール
で「鬼は外」と追い出しました。
鬼退治は出来たけれど福は来たので
しょうか？

しいたけ嫌いだけど頑張って
食べたよ！酢ものが苦手だけど
自分で作ったので美味しかった！

創刊 昭和５５年１１月
コミュニティくしがはま(４３１号) 平成 30 年３月 1 日

コミュニティくしがはま(４３１号) 平成 30 年３月 1 日

創刊 昭和５５年１１月

スポ少バレー
１/８(祝・月) 県新人大会周南予選
トーナメント２回戦敗退

家庭ゴミや粗大ゴ

「最初で最後の新人戦で、くやしい結果でした

ミの不法投棄が後

が、みんなが笑顔でできたのでよかったです。
」

を絶ちません。

村上 まなみ
１/２７(土) 大和大会
Ｃ級決勝トーナメント 初戦敗退
「アタックのじょ走のタイミングがつかめまし

先日も東佐倉地区
の海岸に家庭ゴミ
と思われる不法投

東佐倉地区のテトラポット
の穴の中に入れられたゴミ

た。でも、ラリーの時や競っている時ミスをして

棄がありました。

しまったので直したいです。 梅田 沙季

また、南堀川橋から市街地方向の道路下(吹き

スポ少サッカー

溜まり)は、雑木が生い茂りゴミの不法投棄も

１/２７(土) セミナーパーク杯予選 ２勝１敗

多く景観を損ねていました。地区住民の方の

「次の試合はかならずゴールを決めるぞ！」

美しくしたいという思いから有志が集い、雑
南堀川橋付近の
木を伐採し捨てら
吹き溜まり れたゴミを取り除

中島 滉太(浴)
１/２８(日) 市４種リーグ Ｕ１１ ２勝
「２試合とも得点を決めて勝てたので嬉しいで
す。
」

き、美しくなりま

境 琉稀(本町)

した。

２/１０(土) 会長杯 Ｕ１１ ２敗

３月は引越しなど

「２試合目は良いプレーがあったけどまけたの
で残念でした。
」

浅本 颯斗(東浦町)

で多くのゴミが出される時期です。一人ひと

スポ少剣道

りがゴミ出しルールをきちんと守りゴミのな

２/１１(祝・日) 周北大会

い美しいまちにしましょう。

小学生低学年(２年以下)の部
３位

花房 奏音(中町)

「次は、決勝戦までいきたいです！」
花房 奏音(中町)

「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知

卓球

らせ」と題したハガキが届いても、決して相

１/８(祝・月) 周南大会

手に連絡はせず、支払わずに無視してくださ

３混合ダブルス１２名参加

い。不安を感じたり対処に困ったりした場合
には、消費者生活センターに相

１位Ｇ 野村 友子(栗南３)
２位Ｇ 水津 道子(居守３)

談しましょう。

３位Ｇ 長棟 育江(大踏)
「くじ運良しチームワーク良し新年早々良し良
しのスタートです。
」

野村 友子(栗南３)

問合せ 消費者生活センター
☎(０８３４)－２２－８３２０
公園や道路での犬のふんや尿の放置は、

◇スポ少入卒団式
日時 ３月１８日(日)
１０：００～
場所 公民館講堂

周辺の方に迷惑になるばかりでなく、衛
生面でも悪影響を及ぼします。
飼い主の皆さんが犬を散歩させる時は、
尿の処理、ふんを拾うための袋などを携
帯し、必ず持ち帰ってください。犬も家
族の一員です。ふんや尿の後始末は家族
の手で行いましょう。

ひばり川柳

指切りも三日坊主に終わりそう 神谷千恵
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市次世代支援課は、２月６日（火）櫛浜児童館閉館
後の児童の居場所づくりについて説明会を開催し、
利用者や地域住民２０人が出席されました。
まず、市の担当者から、
①市内５館ある児童館は閉館し、就学までの子育て

④他の４館は子育て支援拠点施設として活用する。
などの説明がありました。
今後は、櫛浜公民館が櫛浜児童館で行っている講座
や行事を可能な限り継続し、児童の居場所づくりの
ための部屋の確保に努めるなど、地域児童の新たな
拠点づくりに取り組むことになります。
こうした公民館での児童対象事業は、利用状況等を
検証し３年後に見直しが行われます。児童のための
事業の継続には、地域での積極的な取り組みが不可
欠です。なお、児童クラブは４月から櫛浜小学校
内でこれまでどおり
行われます。
説明会の様子
※櫛浜児童館の閉館式が３月２９日(木)午前１０
時から開催予定です。詳細は、３月１５日に世帯配
布します。

＝お 知 ら せ＝

＝来月の予告＝
◇スポ少入卒団式(体振)
日時 ３月１８日 (日) １０：００～
◇太華山山開き(コ推協)
場所 公民館 講堂
＆歩く会(体振)
日時 ４月８日(日)１０：００～
◇育児相談(健康づくり推進課)
場所 太華山山頂
日時 ３月２０日 (火)１０：００～１１：００
※安全祈願・ぜんざい接待・餅まき
場所 公民館 和室
・ビンゴゲーム
◇巡回図書
※歩く会参加者は華西公園に８：３０
日時 ３月６日(火)・２３(金)
までに集合してください。ＪＲウォーク
場所 公民館 １４：５０～１５：３０
参加者と合流します。
居 守 １４：００～１４：３０

け いす け

し、来年度中に解体する。

もとひろ

③櫛浜児童館は耐震性の問題から今年度末で閉館

な が お

の既存施設で取り組む。

◇平面造形の部◇
推奨 森田 流華(櫛浜小３・居守２)
入選 河村 優凜(櫛浜小３・浴)
山田 沙羅里(太華中１・元町)
浅谷 日陽里(太華中２・峠)

長尾 基弘・圭翼ちゃん（
桜南 )

②閉館後の児童の居場所づくりは公民館など地域

おめでとうございます
第７０回県学校美術展覧会

「元気いっぱい、笑顔いっぱい、
心優しい子に育ってね！」

支援を更に充実させる。
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公民館から

こんにちは！！

【櫛浜郷土史会】

原江寺にある真田幸晴夫婦墓墳

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

あなたも、郷土の歴史に触れてみませんか？
●郷土の歴史に触れると今まで見えなかったふるさと
の景色が見えてきます
●これからの生きる上でのヒントを与えてくれます
●エッツ！そうだったの！みんなでザックバランに語
り合うそのような会が櫛浜郷土史会です
日時：毎月第２土曜日 １３:３０～１５:３０
場所：視聴覚室Ａ
いつでも会員募集中！現在会員１３名

『櫛浜市民センター』スタート
櫛浜公民館は、４月１日(日)から名称が
『櫛浜市民センター』へ変更になります。
使用については、
☆使用時間：８時３０分～２２時
☆休 館 日：１２月２９日～１月３日
☆使 用 料：これまでと変わりません
(営利目的等は加算）
使用するには、必ず申請(使用許可)が必要です。
詳しくは、櫛浜市民センター窓口にて月曜日から
土曜日の８時３０分～１７時１５分にお問合せ下
さい。

２年ぶりにＪＲふれあいウォーク開催
日
時 ４月８日(日)
集合時間 ８：３０ 出発 ８：４５
集合場所 櫛ヶ浜駅
解散時間 １５：００頃
参加費用 ５００円(保険・昼食代)
申込み先 櫛浜公民館
℡ ２５－０５５５ FAX２５－０５５１
E メール：kushi-ko@city.shunan.lg.jp
※雨天の場合は中止(前日に連絡します。)
締 切 日 ３月３０日(金)

公民館図書貸出休止と貸出開始のお知らせ
公民館では、３月１日(木)～３月３１日(土)まで貸出図書の棚卸を行います。期間中は、
ご迷惑をおかけ致しますが宜しくお願いします。

図書貸出は、４月１日(日)から開始します。
櫛浜支所・公民館１階 ＡＥＤが設置
されています
早いものです。主事で２年目を３月で満了し 正面玄関脇(講堂Ｂ入
ます。公民館も４月から、呼び名が市民セン 口)にＡＥＤ（自動体
ターに変わります。７０年の歴史に幕！！新 外式除細動器）が設置
年度から何が変わるのか？ただ今猛勉強中 されています。
です。１月のせいちょう路線を念頭に、
「地 倒 れ て い る 傷 病 者 に
域づくり」とは何かを学んでいます。
「住み 意識がなく、普段どお
よいまち」とは、
「住み続けたいまち」とは、 り の 呼 吸 が な い 人 を
皆さんのご意見を募集します。ただ今、内容 見 つ け た ら 職 員 に 声
をかけていただくか、ボックスの蓋を開けＡＥ
で悪戦苦闘中です、よろしくお願いします。
Ｄを取り出して使用手順に沿って使用をお願
公民館主事 磯村
いします。

