活動の基本テーマは、地域社会における住民相互の交流と住民主体の文化・学習・健康増
進・福祉活動を促進し、併せて環境の保持・改善・防犯体制の確立・次世代育成による地域
活性化のための支援活動を実施するなど、住民が連帯して田万川ふるさとづくりに寄与する

田万川ふるさと

田万川ふるさとづくり協議会（平成１９年６月２７日結成）について紹介いたします。

づくり協議会

萩まちじゅう博物館シリーズ vol.8 ～ 活動団体編 ～
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ことを目的とする、としています。
協議会は、旧田万川町内のすべての自治会・ＪＡ・ＪＦ・子ども会・婦人会・老人クラブ等、
各種団体で構成され、四つの専門部会を設置しています。
【地域づくり部会／健康福祉部会／環境整備・安心安全部会／青少年健全育成部会】
本年は、萩明治維新１５０年祭の記念すべきイヤーです。本件に関する田万川地域の歴史資源を掘り起し、
旧町内外に情報を発信しています。

「前原一誠」について学び地域の人と交流します。（出雲市大社町日御碕コミュニティセンター）
その３．７月２１日（土）石州口の戦いの総大将「大村益次郎」について勉強します。
山口市の大村神社の松村卓正宮司さんをお招きして「益次郎さんを知っていますか」を学びます。
（田万川総合事務所二階大会議室）

当協議会は、民と官、官と民が心を結集して「小川地区・江崎地区の住民ファースト」を基本姿勢に「こ
の地域のすべての住民の皆さんの目が輝くまちづくり」に全力で奮戦しています。

萩まちじゅう博物館情報
たくさん！

貝の標本が

18

萩の近海で採れた貝殻を
使ったワークショップ
上手に

まわせ

こども
広場

20

◆6/16 （土） ～ 17 （日） 予定 道の駅萩 ・ さんさん三見びわ収穫祭
◆7 月毎週土曜日予定 たまち土曜夜市 ： 田町商店街
◆7/1 （日） 予定 萩の瀬つきあじ祭り ： 山口県漁協萩地方卸売市場＆道の駅萩しーまーと
◆7/1 （日） ～ 9 月末 毎週土曜日 （お盆期間を除く） 須佐男命いか直売市 ： 須佐漁港
◆7 月中旬～ 8 月中旬予定 菊ヶ浜海水浴場 海開き、 むつみ昆虫王国開国
◆7/15 （日） 山口県ビーチバレー in 萩 ： 菊ヶ浜海水浴場
◆7 月下旬予定 萩 ・ ヨットレース２０１８ ： 菊ヶ浜沖
◆7/25 （水） ～ 28 （土） 須佐夏まつり （祗園祭 25 日～ 26 日、 弁天祭 27 日～ 28 日）
◆7/27 （金） 須佐男命いか祭り ： 須佐漁港
◆7/28 （土） 須佐湾大花火大会 ： 須佐漁港
◆7 月下旬予定 ひまわりロードフェスタ ： むつみ物産販売交流施設周辺
◆8/1 （水） 萩 ・ 日本海大花火大会 ： 菊ヶ浜海水浴場
◆8/2 （木） ～ 3 （金） 萩夏まつり ： 住吉神社 ・ 吉田町ほか
◆8 月上旬予定 萩七夕まつり ： 萩市田町商店街
◆8/13 （月） 萩 ・ 万灯会 （迎え火） ： 大照院
◆8/14 （火） ささなみふるさとまつり ： 旭山村広場、 明木地区ふるさと祭り ： 明木小学校 ・ 旭中学校運動場
◆8/15 （水） 萩 ・ 万灯会 （送り火） ： 東光寺
◆8 月中旬予定 かわかみ夏まつり ： 川上公民館周辺
◆8/15 （水） 木間風鎮際 ： 木間 ・ 若宮神社境内
◆8/25 （土） たまがわ夏まつり ： 弁天公園周辺
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その１．５月２６日（土）田万川歴史めぐり交流ウォーキング大会
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ありがとうございました！！

一緒に萩ジオパーク構想の推進を ⑦

班活動紹介

日本ジオパークネットワーク新規加盟認定にむけて
萩ジオパーク構想推進協議会は、 平成 30 年度の日本ジオパーク認定を目指して、 4 月に加
盟申請書を提出、5 月にプレゼンテーション審査に臨みました。 7 月 30 日～ 8 月 1 日の 3 日間、
3 名の審査員による現地審査を受け、 9 月に開催される日本ジオパーク委員会を経て、 認定の
可否が決まります。
萩ジオパーク推進協議会では、 昨年 12 月に基本計画 ・ 実行計画を定め、 地球の視点で
「萩らしさ」 が “見える” “伝わる” まちを目指して、 地球目線で 「知る」 「守る」 「活かす」
「伝える」 「繋がる」 という 5 つの活動目標を定め、 行動しています。
以前、 紹介したジオカフェは形を変え、 第 3 木曜日の夜、 他地域のジオパークとテレビ電話
で繋がり、 お互いの大地の成り立ちを定番土産で紹介しあう時間を設けています。 萩からは
夏橙丸漬を送り、 夏みかん栽培に至る萩の大地の成り立ち 「３つのマグマの胎動」 を紹介し、
味わっていただいています。 他地域と繋がる楽しさもありますが、 「定番土産」 という身近なもの
で土地の成り立ちを伝えるテクニックを全国のジオパークに広めているともいえます。
審査員は、 地域がどんな風に盛り上がっていて、 人々がどんな夢を描いて活動しているのかを見
に来ます。 現地審査は市民総力戦と考えています。 ぜひ、 「推協便り」 や推進協議会の HP に
掲載した加盟申請書をご一読いただき、 ジオパーク活動への御支援、 御協力をお願いします。
Ｎｅｗ！

ＮＰＯ萩まち博
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一 緒 に 活 動
し て み ま せ ん か ？

今回ご紹介する班は…

萩セミナーハウス
よりたくさんの人に元気と笑顔があふれるようにと願い、
私たちは、 いろいろな活動をしています。 ではどんなことを
しているのか、 活動の内容を紹介したいと思います。

まずは、 萩セミナーハウスをご利用くださる方への対応、 つまりお世話で
す。 これは大まかに分けると、 部屋の利用のみ、 宿泊なしの研修、 宿
泊を伴った研修の３つに分かれます。 宿泊は１回だいたい２０～３０人程度
ですが、 多いときは１００人近く泊まられたことも ・ ・ ・ 。 利用者対応は、
事務や諸準備などの一般業務から研修の指導や時には朝夕の食事を作
ることもあります。
萩セミナーハウスでは、 体験できるメニューを４０余り用意しています。 こ
れは学校や青少年団体、 サークル活動などの合宿の指導や学級ＰＴＡ活
動の支援で活用しています。 この体験メニューは、 いつも利用者のニーズ
や萩の文化を意識しながら研究や改善に努めています。

＜新役員＞
理事長 ： 田邊信 副理事長 ： 高津英明
理 事 ： 川久保忠人 二宮勉 景由武彦 須子義久 秋田華子 繁澤征夫 清水満幸 阿武宏
監 事 ： 伊藤彰啓 木原紀子

放課後子ども教室
「色水あそび」

■6/6 （水） 主庭園の草取りを行いました！雨の中お疲れ様でした！
■１０月に開催予定！ ＮＰＯ萩まちじゅう博物館 活動発表会
■＜第２回ふるさと紙芝居全国大会 in 萩＞民話語り部班が参加！ 10/13 （土） ～ 14 （日）

ミュージアムショップ
6/23 （土） から開催される萩博物館特別展 「深海魚大行進」 では、 １０種類の缶バッチを
カプセル自動販売機で販売します。 （１個３００円） 深海魚の特徴を捉えた愛らしくかわいいデ
ザインになっています。 また、 深海魚に関する図鑑やグッズを多数販売予定です。 どうぞお越し
ください！！

缶バッチ 各種 ￥300

図鑑

「DVD 付深海生物 LIVE」 「不思議な深海魚」
￥2,376
￥2,484

研修指導 「萩焼き」

学級 PTA 親睦会
レクリエーション指導

オープンデー閉会式

■5/29 （火） 平成３０年度通常総会を行いました。

図鑑

オープンデー開会式

チョウチンアンコウ
ぬいぐるみ
￥864

チョウチンアンコウ
ストラップ
￥450

学級 PTA 親睦会
レクリエーション指導

夏休みワクワク体験キャンプ
「ペルセウス物語」

放課後子ども教室
「スポーツチャンバラ」

そして、 今年度開催するイベント （主催事業） が１１企画、 毎月開
催する教室が３回、 ほかに放課後子ども教室も年間１１回受け入れてい
ます。 もちろんこれらは、 私たちスタッフだけではできないこともあります。
そんな時、 本当にありがたいことにボランティアやＮＰＯまち博の皆さんに助
けていただき楽しく実施しています。
ほかには、 およそ 9,000 ㎡の敷地、 本館及び体育館合わせて 2,000
㎡あまりの管理 （整備、美化、掃除など） をしています。 今年度からは、
お隣の堀内体育館の管理業務も受託することになり守備範囲が広がりま
した。 ただ、 スタッフ４人ではなかなか手が回らないのも現状です。 時には、
ボランティアの皆さんの応援に助けられながら頑張っています。
みなさん、 イベントへの参加や応援、 はたまた草取りボランティアなど、
どうぞ来て見てくださいね。 元気と笑顔が ・ ・ ・ いっぱいあふれますよ。
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