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第 482 号
【櫛浜人口】 4 月現在
2,763 世帯 人口 5,876 人
(男性 2,856 人 女性 3020 人)

６月 に入 りました！
梅 雨 に備 えて
早 めの対 策 を！
『梅 雨 対 策 』
◎大雨や土砂災害対策について
1. 気象情報等に注意する
2. 防災ラジオ
3. 早めの準備・早めの避難

◎非常持出品チェックリストと
緊急時の連絡先確認

平成 11 年 9 月台風 18 号による被害
（コミュニティ広報誌の記事より）

近年、局所的に大雨をもたらすいわゆるゲリラ豪雨や
線状降水帯、長期間にわたって雨が降り続く長雨など
の発生が多くなり、冠水や洪水、土砂災害等が発生す
る頻度が高まっています。特に土砂災害については、
発生すると瞬時に大きな被害につながる可能性があ
り大変危険です。土砂災害発生の危険性が高まった時
は、「土砂災害警戒情報」が発表されますが、発表さ
れていなくても、普段と違う異常を感じた時は早目の
避難を心がけて下さい。

平成 18 年 6 月県道粭島櫛浜停車線 土砂崩落

避難用備品
（コミュニティ広報誌の掲載記事より）
寄贈ありがとうございました。

一家族４人～５人は利用でき
る広さで、喚起も出来ます。

5 月、光東株式会社様から、櫛浜地区コミュニティ推進協議会
へワンタッチで設置できる避難用「らくらくシェルターテント
5 張り」を寄贈していただきました。（左記 写真）
災害時、市民センター等で避難所開設時、プライバシー確保の
ために使用ができます。

５月１５日(日)３年ぶりに開催
されたサイクリング大会。
参加者３３名は、自転車安全教
室後、櫛浜小学校をスタートし、
粭島貴船神社を目指し５月の風
を背に海岸沿いを快走。貴船神
社では、恒例の大声大会が開催
され、日頃のストレスを発散。
薄曇りの天候ではありました
が、櫛浜・鼓南地区の海・山の
自然を感じながらゆっくりのん
びり楽しみました。

5 月 21 日(土)周南市連合遺族会
「絆クラブ」
で慰霊塔と栗南公園を清掃が行われまし
た。毎月行われている清掃活動ですが、今
回は、櫛浜地区社協も参加協力して公園の
清掃や除草作業も行われました。
櫛浜小に隣接している
この公園は、春の桜が
とてもきれいです。子
ども用の遊具も設置さ
れています。

運動会っていいなぁ～

＝男子の部＝
1 位 河村信之介（東本町３）
２位 福本 陽真（東本町１）
３位 出穂 新大（栗南３）

大声大会
測定中！結果は左の通りです
皆さん頑張りました！

＝女子の部＝
1 位 金田 理央（東本町３）
２位 垣田 真代（中町）
３位 佐野村玲奈（峠）

５月 20 日(金)
櫛浜小学校 2 年生が『市民センターたんけん』

生活科学習「わたしの町はっけん」で、
２年生が「櫛浜市民センター」に来てく
れました。今回は、櫛浜市民センターと
お も ちゃ の さ
かたへの見学。
子ども達はセンターの職員からセ
ンターについての説明を聞き、館内
見学や利用者と一緒に講座体験を
ハプニング！
して「町探検」を楽しんでもらいま
おばあちゃんゲームしたよ♪ した。

たのしいなぁ～
5 月 21 日(土)徳山総合
支援学校の運動会が開催されました。運動会
は久しぶりでしたが、コロナ禍、先生たちの
工夫で様々な競技や演技で、児童生徒皆さん
の元気な声、演技に感動しました。
支援学校では、コミスクの取組で、6 月 8 日
（水）徳総マーケットを市民センターで開催
予定です。詳しくは回覧をご覧下さい。
早いもので暦は６月になりま
した。今年も残り半分と思う
のか、まだ半分もあると思うのか人により感じ
方は色々です。さて、６月といえば連想するの
は「雨」。今年の梅雨入りはいつでしょう？ジ
メジメ、ムシムシと過ごしにくい毎日…。まだ
まだ続くコロナ禍の中、ストレスも大きくなっ
てきます。そんな中「雨」ならではの日常を探
してみるのも如何ですか。一雨ごとに色が変化
する紫陽花やつかの間の青空がうれしく、なん
となく流れていく時間の中で自分なりの小さな
幸せを発見するのも心がひとつ軽くなる方法か
もしれません。

地元大島の居守天満宮で５月１日(日)、１２年に１度の
寅（とら）年にご神体の石像の「寅開帳祭」が開かれま
した。普段は扉で閉じられている石像を拝むことがで
き、本殿祭後、周南市和田地区に伝わる国指定重要無形
民俗文化財「三作（みつくり）神楽」が奉納されました。
また、餅まき、富くじや地域の子どもによる尻相撲奉納、
紙芝居上演などがおこなわれました。遠くは、岩国から、
地元の住民を含め約 200 名が参拝されたそうです。「同
天満宮は１７０３年に創建。祭神の菅原道真公が大宰府
に赴く途中に暴風のためこの地に避難した際、漁民たち
があつくもてなしたなどといった故事があるそうです。
その後の寅年に道真公の化身とされる石像「神像」が発
見されたという由来にちなみ、 １２年ぶり御開帳
ず し
寅年に合わせて本殿の厨子を
「道真公の化身」
開く祭りが開催されました。
毎年、お祭りは開催されて
いますが今年は、特別な開
催になり、氏子総代の梅田
茂也さん(居守 2)は「嬉しい
です」と話されました。地元には、私たちが知らない歴
史や心のよりどころとなる場所がまだまだ有るかもし
れません。これを機会に、調べてみてはいかがでしょう。

ス ポ ー ツ 結 果

★スポ少ミニバス
４/２９(祝・金) スポ少の集い １勝１敗
★スポ少バレー
「決勝に行けなくてくやしかった。」
４/１７(日) 菊川大会 櫛浜
１勝１敗
藤井心糸(６年・久米)
「一セットしか勝てなくてカバーもできなかったか
５/８(日) 県新人戦代替試合 １勝１敗
らつぎは、一セットいじょうとりたい。」
「次は吉しきに点差をつけてかちたいです。」
松本琉依(４年・西本町)
岡﨑里保(６年・久米)
櫛浜・鹿野 決勝トーナメント １回戦敗退
★空手
「声を出して仲間とあきらめずにがんばれた。」
４/２９(祝・金) 結団式大会
吉島崇矢(４年・中町)
１年 大井結仁
組手 ２位
４/２９(祝・金) スポ少の集い 交歓会
２年 早川日彩
形・組手 優勝
鹿野・櫛浜 Ａ級４位
３年 原田実咲希 組手 ３位
〃
舞田士海
組手 優勝 形 ２位
「サーブをがんばりました。」吉島昌矢(２年・中町)
４年
内山晄志
組手 ２位
櫛浜 Ｂ級優勝
組手 ３位
「サーブをたくさんきめることができてうれしかっ ５年 田中郡仁
６年
尾﨑蓮
組手 優勝
たです。」
安野結衣(４年・峠)
〃
舞田唯斗
形 優勝・組手 ３位
５/４(祝・水) ＧＷ杯 決勝リーグ １勝４敗
団体戦(低学年) 優勝 舞田・早川・大住元
「声を出してチームを引っぱることができた。」
〃 (高学年) 優勝 舞田・早川・尾﨑
井上奏 (６年・旭町２)
「次は下関で試合があるので、頑張ります。」
５/７(土)・８(日)
田中郡仁(５年・本町)
全日本小学生大会周南ブロック予選
５/１(月) 全少予選
総当たりリーグ戦 １勝８敗
２年 早川日彩
組手 優勝
「きょう見た良いプレーをできるよう練習したい。」 ３年 舞田七海
組手 優勝
丹山結衣(４年・坂田)
大住元喜琉 組手 ３位
櫛浜・鹿野「混合の部」 決定戦勝利
６年 尾﨑蓮
組手 優勝
「新南陽には、いつもかてるのでよかったです。」 「山口県代表で、みんなで頑張って来ます！」
選手一同
井上結 (４年・旭町２)
※上記４名は、８月１０日東京で行われる全日本
★スポ少サッカー
少年少女空手道選手権大会へ出場します。
４/１０(日) 市協会４種リーグＵ１０
２敗
★グラウンドゴルフ
「両方負けてくやしかったです。次は勝ちたい」
４/２１(木) 春季サンリフォーム杯
橋口碧人(４年・平井)
Ｃブロック 4 位
４/１７(日) Ｕ１１周防リーグ
１勝２敗１分
「恵まれた練習場で皆さんとの練習と自主トレ
「ＰＫ戦で点をとって勝つことができたからうれし (？)のお陰です。」
長浜靖彦(居守２)
いです。」
河村倫太朗 (４年・浴)
５/１(日) Ｕ１２リーグ 第２節 １勝２敗
お 知 ら せ
「２点決めて、うれしかった。」
＝ 6 月予定＝
坂本敦希(６年・桜南)
☆衛生部長会議（自治会連合会）
５/８(日) Ｕ１２リーグ 第３節
２勝 1 分
６月１２日(日)９：００～（市民センター講堂）
「２勝できてよかった。」橋口悠陽(６年・平井)
☆キャンドルナイト(婦人会)
★スポ少野球
６月２１日(火)１９：３０（市民センター講堂）
５/１(日) 学童大会(西京銀行杯) １回戦敗退
＝ ７月予告＝
「負けたけどとてもいい試合ができたのでよかった
☆防災部長会議（自治会連合会）
です。」
佐野村悠稀(６年・峠)
７月３日(日) ９：００～（市民センター講堂）
５/７(土) 春季５年生大会 久米・櫛浜合同 ２敗
☆地区一斉清掃
「はじめてのしあいだったので楽しかったです。」
７月１０日(日) 開催時間は各自治会にて確
山原晴空(３年・栗南１)
認してください。
５/７(土)・８(日)
☆サークルゆりかご（母推協）
マクドナルドトーナメント県決勝大会 県ベスト８
７月４日(月) ９：００～（市民センター講堂）
「３２チームいてきんちょうしたけど、練習の成果
七夕飾りづくり※櫛浜・鼓南地区在住者のみ要
をはっきし１回戦勝てたのでうれしかったです。」
予約。詳細は、担当母推さんの訪問チラシで確認
高松輝空(６年・東浦町)
してください
「チーム一丸となって県ベスト８に入ることができ
☆納涼祭 ７月開催予定ですが詳細は未定
ました。」
山本直弥(６年・坂田)

令和４年 ６月地区行事・ごみカレンダー
ご み収集日・ 祝日

行 事 予 定

ご み収集日・祝日

行 事 予 定

1 水

資源物
(ペット)

16 木

資源物
（ビン・缶）

2 木

資源物
（ビン・缶）

17 金

燃やせるごみ

3 金

燃やせるごみ

18 土

茶道教室(セ)
地区リーグ(ミ) 学童大会(野)
U7・8交流会(サ)

4 土

生花教室(セ)
地区DC（ミ）
U9リーグ(サ)

19 日

編み物教室(セ)

5 日

U12リーグ(サ)

20 月

資源物
（容プラ）

6 月

資源物
（容プラ）

21 火

燃やせるごみ キャンドルナイト（婦）

7 火

燃やせるごみ

22 水

資源物
(紙・衣)

8 水

資源物

23 木

燃やせないごみ

9 木

資源物
（他プラ）

24 金

燃やせるごみ

10 金

(紙・衣)

徳総マーケット（総）
子ども教室(セ)

春季交歓会兼藤井真杯（ミ）
U11リーグ・県地区トレセン
（サ）

25 土

燃やせるごみ

子ども教室(セ)
参観日（小）

全日本県決勝(バ)

11 土

科学教室(セ)
防犯パトロール
やまびこ号巡回
東部ミズノ大会（サ）

ソフトバレーボールフェスティ
バル(バ)
U12リーグ・全日本フットサル
県予選（サ）

26 日

12 日

U12選手権（サ）
夏季５年生大会(野)
衛生部長会議（自）

27 月

資源物
（容プラ）

13 月

資源物
（容プラ）

28 火

燃やせるごみ やまびこ号巡回

14 火

燃やせるごみ

29 水

資源物
行政相談(生)
(処理困難物)

15 水

資源物
(ペット)

30 木

子育てひろば(次)

※新型コロナ感染拡大防止のため、中止になる場合があります
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 自・・・地区自治会連合会 社・・・地区社協 民・・・地区民児協
福・・・福祉員 体・・・体育振興会 婦・・・婦人会 愛…愛山会 子・・・子ども会 母・・・母推
コ・・・コミュニティ推進協議会 野・・・スポ少野球 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 セ・・・櫛浜市民センター
生・・・市生活安全課 健・・・市健康づくり推進課 次・・・市次世代政策課

