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一人のお客として宿屋に泊まるとき、ゆったりとした気持ちにさせられ、
料理やお風呂を堪能できて、宿屋の方からゆとりある態度で接せられると
本当に心地よいものです。そこには入念な準備と気配りがうかがえます。

当館もまたそうありたいと考えています。観光やレジャーのお客様だけで
はなくお仕事等でお越しのお客様にも、十分な準備のもとに心地よい時間
と空間と料理や酒などを提供し、ゆとりある態度で接したいと思っており
ます。そして何度でもお越しいただければと考えております。

宿泊業専業に

まだまだ至らない点の多い私どもですが、思いのかたちに一歩でも近づき
さらにその先を目指せるよう、お客様の視点を忘れずに努力を重ねる所存
です。
どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます。

情報提供・取材依頼はお近くの通信員へ
メールでも受け付けます
尚︑紙面及び記事に関するご意見・お
問い合わせは︑市原商工会議所 市原市
五井中央西１ ２２ ２５
℡ ２２ ４３０５ 加茂支部担当 北まで
Ｅメールアドレスは

を改めて感じました︒
我々編集部も﹁加茂里山通信﹂が全国︵イン
ターネット上でも見られるので︶の皆さんに読
まれている事を踏まえながら紙面を充実させて
行きたいと思います︒でも主役は加茂の皆さん
です︒この素晴らしい土地と皆さんへの愛情を
第一に︑その気持ちを込めて発行を続けて行き
ます︒これからも末永くご愛読宜しくお願いい
たします︒
︵編集部一同︶

かねてよりのそうした思いをかたちに変えるために、来る３月１日以降、
宿泊業務に専念させていただきたいと思っております。
これまでご会席等でご利用いただきましたみなさま方には厚く御礼申し上
げます。
ご不便をおかけすることになるかもしれませんが、何卒ご理解賜りたくお
願い申し上げる次第です。

ざれ ご と

征矢貫造

戯 言

思いをかたちに

去る十一月︑加茂里山通信編集部が市原市
﹁小さな親切実行章﹂の表彰を受けました︒こ
の事は世間から初めて﹁認められた﹂証と受け
止め︑大変ありがたく頂戴してまいりました︒
十月に受章の決定を聞いた時にはこの表彰制
度がある事も全く知らず︑﹁何でだ？﹂と不思
議に思ったのが正直な気持ちです︒
しかしこの表彰団体の役員で当新聞を読み続
けていただいている方からの推薦があったこと
を聞き︑感謝の気持ちと同時に商工会議所を通
じて市内全域の会員に配られている事の重要性

TEL0436-98-0025

ホームページ http://www.uzushio.net/kamojo/
Eメールアドレス
kamojo＠deluxe.ocn.ne.jp

FAX0436-98-0471

市原市高滝９−２

代表
〒290-0555

魚屋の

﹁ノモーズ﹂は健全な草野球チームです︒決
して酒を﹁飲もう﹂の会ではありません？
このチーム名は︑１９９５年あの野茂英雄投
手が大リーグへ挑んだ年に結成され︑その活躍
にあやかって命名されました︒メンバーは２２
名︑２１歳から５０歳まで幅広い年齢層で構成
されています︒
現在︑加茂地区に大人の草野球チームが少な
い中︑﹁ノモーズ﹂は市原市野球協会のサマー
カップ大会︵約８０チーム参加︶に毎年出場し
ています︒今までの最高成績は２回戦までで︑
当面の目標はあと１〜２勝してベスト１６を目
指しています︒
学生時代の野球部在籍者は数人ですが︑チー
ムカラーはピッチャーを中心に少ない点を鉄壁？
の守備陣で守り抜く︑玄人好みのチームです︒
練習試合は年に数回と多くは出来ませんが︑集
まった時は親子程の年齢差があっても和気あい
あいとしています︒やはり若手に頑張って貰い
たい気持ちがあるからでしょう︒
監督の田邊三夫さん︵飯給︶は︑近年甲子園
の常連になりつつある千葉経大付属高のＯＢで
す︒そんなことで２００４年の夏︑﹁ノモーズ﹂
の有志と甲子園に母校を応援に行きました︒そ
の甲斐あってか千葉経大付は︑あのダルビッシュ
投手を打ち崩しベスト４まで進出しました︒
﹁ノモーズ﹂の面々はその感動を胸に︑更に野
球を通じて結び付きが強くなった様です︒また
今春出場確実なセンバツに応援に行くそうです︒
﹁ノモーズ﹂はやる気のある若手部員︵自称で
も可︶を募集しています︒野球を通じて加茂に
またひとつ親睦の輪が
広がる事を願います︒
更に︑市内外を問わ
ず対戦相手を探してい
ます︒ご希望のチーム
の方︑お心当たりの方
は監督の田邊三夫さん
０８０ ５４０４ ３１
５０までご連絡下さい︒
︵佐久間里山通信員︶

日頃はみなさまのご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。
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小湊鉄道を利用しよう！
地域の公共交通の基幹である小湊鉄道は乗客の
減少を必死の経営努力でカバーしながら運行して
います︒是非︑地域住民の足として極力利用する
ようにしましょう︒
平日の上り︵午前中分︶養老渓谷発
７：０６ ８：１８ １０：５３ １２：１３
平日の下り︵１５時以降︶牛久発
１５：０７ １６：２７ １７：５７
１９：２９
２１：２０︵里見まで︶
運賃は養老渓谷から牛久まで７４０円︒五井駅
まで１２２０円となっています︵いずれも片道︶︒
又︑全線１日中乗り放題のフリー切符１７００円
は養老渓谷付近から往復するにはとても便利です︒
お得な定期料金は養老渓谷駅から五井間で
１ヶ月 ４７４８０円︵２７０２０円︶
３ヶ月 １３５３２０円︵７７０１０円︶
６ヶ月 ２５６４００円︵１４５９１０円︶
︵ ︶は学生割引料金︒
以上︑時間と料金は小湊鉄道ホームページより︒
﹁ガタンゴトン︑ガタンゴトン﹂ある昼下がりの
小湊鉄道車内で︑東京から来た一人の青年がつぶ
やいた︒﹁ふーん︑最近ドラマやＣＭでよくこの
列車が出るけどなぜ撮影に人気があるんだろう？
他にもローカル線は沢山あるのに・・﹂﹁いつも
五井からボーッと景色を眺めているといつの間に
か渓谷に着いている︒まだまだ通わねばその謎は
解けないな・・﹂
︵電車男︶

ヂェフはもう他所のチームみたいであまり馴染め
ないそうだ︒純朴なんだなぁ﹂とつぶやいた︒そ
うか︑やはり皆︑地元でプレーしたいんだな︒
そんなＦＣ市原は地元の高校生や若手のアマチュ
アも加わって︑活きの良いチームに仕上がってい
た︒もちろん力もうなぎ昇り︒来週には天皇杯千
葉県予選の決勝を戦うまで駒を進めていた︒相手
は﹁ヂェフ・アマチュア﹂である︒試合を前に加
茂里山通信やテレビ千葉のインタビューに宮佐和
ミッチェル監督は﹁決勝？絶対勝つ自信はありま
すよ︒我々の目標は天皇杯でＪ１に勝つ事！上の
方でヂェフ︵千葉︶との対戦を楽しみにしてます
よ︒フフッ・・﹂と不敵なコメントをくれた︒
その後︑踵を返すようにチームは最後の調整の
為︑加茂運動広場内専用グラウンドに直行した︒
︵つづく︶＊これはフィクションであり︑登場人
物・団体等は全て架空のものです︒︵ぼくはくま︶

次回春号は４月

日発行予定です
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２０１０年春︑市原臨海競技場でヂェフの試合
が行われなくなって丸４年が経っていた︒
すでに２年前ホームタウンを千葉市に完全移行
した﹁ヂェフ千葉﹂は戦績と共に財政的にも安定
し︑戦力補強を重ね︑まさにビッグクラブへの道
を歩んでいた︒
今︑春の陽射しの中︑臨海のピッチ上ではサッ
カーの練習が工場地帯に届かんばかりの激しい声
とぶつかり合いで熱く行われていた︒どこかの社
会人チームか？いや高校生みたいなのからヒゲづ
らで３０歳がらみのおっさんまでいる︒ど・こ・
か・で見たような？・・・あ︑こいつらが去年結
成された﹁ＦＣ市原﹂か！
結成数ヶ月の為︑市原市民の中にはまだこのク
ラブチームのことを知らない人も多い︒２年前市
原市がヂェフにソッポを向かれた時︑怒りに満ち
た市民・関係者は少なくなかった︒そんな打ちひ
しがれた中で着々と市民
球団の結成を企み︑奔走
していた面々がいた︒市
原山倉高校で鳴らし日本
代表も経験した宮佐和ミッ
チェル︑世界のクラブを
股にかけ現在姉崎在住の
広川望︑ヂェフの中心選
手と期待されながら大物
選手の補強によりチーム
を追われる形になった地元高校出身の九藤公平な
ど︑いずれもヂェフ市原で荒波の時代を経験した
︵ユースも含め︶選手達である︒そうかあのヒゲ
づらは広川だ︒貫禄出たな︒フィジカルもますま
す強くなった様だ︒九藤は相変わらずクレバーな
パスを出すし︑落ち着きさえ感じられる︒彼らの
プレーには﹁自分がチームを鼓舞し︑引っ張るん
だ！﹂という雰囲気がひしひしと伝わってくる︒
と︑その時九藤の明らかに強く︑速すぎるスルー
パスがペナルティーエリア付近に飛んだ︒﹁ああ︑
こりゃ無理だ！﹂と思った瞬間︑視界から外れて
いた左サイドからまるでチーターが獲物に跳びか
かる様な鋭いスピードで切れ込んできた選手が・・・︒
合わせた！ゴールだ・・︒誰だ？・・エッ﹁戸沢？﹂
そう︑あの加茂初のＪリーガーでヂェフに期待の
新人と目され活躍していたゴールハンター戸沢雅
行であった︒なぜここに？︒九藤と同様に追われ
たのか？︒その時︑隣で見物していたサポーター
の兄ちゃんが﹁ヤツ︵戸沢︶は自分から出たんだ︒

20

だより

鰆

鰆が美味しい季節になりました︒
魚偏に春と書くので春の魚と思ってる方も多
いのですが︑それは関西の話で駿河湾から東で
は十二月から二月にかけての真冬が一番美味し
い魚なんです︒大きさは大体一メートル前後で
身体に斑点があるスラッとした姿が実に美しい
魚です︒魚を見て美しいと思うなんて変かもし
れませんね︒でも魚屋の遺伝子がそう思わせて
いるらしいので堪忍して下さい︒それより小さ
いものはサゴシ・或いはサゴチと呼ばれていて ︑
その姿から狭腹と書く場合もあります︒賢明な
読者の方ならもうお察しのとおり︑小さいもの
は狭腰と書きます︒
多くの魚が頭に近い部分が喜ばれるのに対し
てこの鰆は尾に近い部分が美味しく︑意外にそ
の事は知られていません︒
料理方法はゆずと醤油と酒に漬け込んで焼く
祐庵焼きや︑西京漬が有名ですが鮮度のいい鰆
が手に入った時は迷わず刺身をお勧めします︒
さ わ ら 刺身にすると色もあまりきれいで
なく︑見栄えはしませんがこれが
美味しいっ！！ 普段︑あまり魚
の生食をしないヨーロッパの国で
も鰆に塩胡椒してオリー
ブオイルで食べる人が
いるのに︑日本人がわ
さび醤油で食べない手
はありません︒
残念なのは非常に鮮
度の落ちるのが早く︑
水揚げされてから２４
時間以内ではないと刺
身に向かない事です︒
また︑薄切りにして
しゃぶしゃぶでも美味しく召し上がれます︒た
だ︑非常に身の柔らかい魚なのでおろす際には
気を付けないと実に簡単に身割れしてしまうた
め︑板前さんの中には﹁サワラぬ神に祟りなし﹂
と恐れている人もいます︵すいません︑ただ言っ
てみたかっただけなので本気にしないで下さい
ね︒︶
もうしばらくの間︑鰆の旬は続きます︒いい
鰆を見かけたらどうぞ召し上がってみて下さい︒
﹁一匹の 鰆を以って もてなさん﹂高浜虚子
︵鈴木里山通信員︶

さ と や ま つ う し ん

-
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けば︑まだまだ地域は元気になるはずです︒傍観
者ではなく参加者になって見ませんか︒そうすれ
ば首都圏の﹁ふるさと﹂として︑もっともっと輝
く地域になっていくような・・・︵そうなればい
い加茂︶
︵ぞうさん︶

今から六十数年前︑日本は戦争に負けた︒しか
も無条件降伏︒国を分断されても︑或いはどこか
の国の植民地にされても文句も言えない完敗だっ
た︒
俺はそれから八年後に生まれているので食べる
物もなかった戦争直後の事は知らない︒しかしま
だまだ日本中のほとんどの家が貧乏で︑食卓の上
も今とは比べ物にならないくらい質素だった︒テ
レビも冷蔵庫も洗濯機もなかった︒ピンと来ない
だろうが︑エアコンなんてデパートや公共施設に
しかなくて扇風機が憧れの時代だったんだ︒
それでも一九五〇年代︑六〇年代︑七〇年代︑
俺達の親であり︑君達のお祖父さんやお曽祖父さ
んの世代の人達が夢中で頑張ってくれた︒そのお
かげで今の日本の繁栄があると思っている︒今で
こそ︑どこの家にも牛乳も砂糖も米も十分にある
だろう︒しかし俺が小さかった五〇年代には決し
てそうではなかった︒父親はわずか一袋の砂糖を
手に入れるために八時間駆けずり回った事がある︒
俺は親を尊敬している︒親だけではない︒歯を
くいしばって働き︑日本をこれだけ豊かな国にし
てくれたその世代の人々に感謝している︒大先輩
たちが︑もしもくじけていたらと考えると恐ろし
い︒
その世代の人達が︑今老いを迎えている︒心身
ともに弱って食べる姿が汚くなる︒トイレを汚す
事もあるだろう︒動作が鈍くなって邪魔に思える
事もある︒だが︑それが何なんだ？ 粗食に耐え︑
日本を作ってくれた偉大な人達じゃないか︒
頼む︑お願いだから優しくしてあげてくれ︒邪
魔者扱いしないでくれ︒オジサンの言う事をほん
のちょっと意識して︑家のお年寄りだけじゃなく︑
見知らぬ大先輩にも暖か
い気遣いをしてくれたら
これ以上の喜びはあまり
無い︒
えらそうな事を書いた
けど堪忍してくれ︒伝え
ておきたかった︒ ︵猛︶

発行 市原商工会議所
加茂里山通信編集部
発行責任者 大曽根友三
編集長
佐久間眞明

年末年始の慌しさもあっという間に過ぎ︑巷
では成人式を迎えています︒小生の成人式は︑
市民会館で市原市合同の成人式でした︒Ｇパン
にＧジャンというラフないでたちで出席した事
を懐かしく思い出します︒あれから３２年︑全
く成長の見られない自分を思うとなんだかぞっ
としてしまいます︒ところで少子化の折︑加茂
公民館には何人ぐらいが出席するのでしょうか？
年々少なくなっているのでしょうが︑新成人の
皆さんには心よりお祝いを申し上げます︒また︑
今年は統一地方選挙があり︑参議院選挙も控え
ています︒ぜひ投票に足を運んで欲しいと願っ
ています︒
今年は猪年︒昨年は高滝地区にも多くの猪が
見られました︒畑の作物がだいぶ被害にあった
ようですが︑年々人口が減ってきている中︑増
えるのは猪と猿に鹿︑最近ではハクビシンもい
るようです︒まちがいなく加茂の人口よりもそ
れらの数は多いでしょう︒しかしそれらを含め
た部分も加茂たる所以でしょうし︑そんな加茂
が自分は好きなのです︒︵被害に遭っている農
家の方には申し訳ない︶
さて︑加茂地区に対するそれぞれの想いを小
誌に掲載してきたわけですが︑今年も我々の想
いつくままいろいろな事を語って行こうと思っ
ています︒ぜひ皆さんにもご意見やらお考えを
寄せていただきたくお待ちしています︒次号よ
り新企画として﹁○○の目﹂というコーナーを
設けたいと考えています︒︵○○のなかには︑
たとえばお父さんでもお母さんでもいいですし︑
あるいは小学生︑中学生︑先生︑元先生︑町会
長
︑とにかく加茂に住むあらゆる人が入り
ます︒︶これからの加茂地区の方向性がなんと
なく見えそうな気がしています︒ぜひご参加く
ださい︒ではお待ちかねぺっぺ語でーす︒
﹁父ちゃんてーへんだよ︒物置ん壁がはがれて
雨がもってーよ︒﹂
﹁まったく︑こん暮れーきて台風みてーん大雨
やんなっちまうなー︑とにかく︑あんでんいた
んぱでんおっぱとくべー︑でーくんにゃあした
電話すっべから﹂﹁父ちゃん︑おわったっば︑
かぜひかねーようにはえーとこふろへーっちまっ
たほうがいいっぺよ﹂﹁あんが︑そんめーにいっ
ぺやってかっだな︑あんでんこせーといてくれ
や﹂
︵戸沢里山通信員︶

か

加茂 里山通信
新年号

ていけるのではないかと思います︒
この企画はなにもプライベートラベルのお酒を
世に出すことが目的ではありません︒これをきっ
新春を祝うように養老渓谷ラベルのお酒が世に かけにして旅館には旅館の︑食事処にはそのお店
出ました︒ラベルには養老渓谷の風景が素朴なタッ なりの︑ゴルフ場にはゴルフ場なりの使い方をし
て欲しいという狙いがあります︒
チの水彩で描かれています︒中高根
当然︑お酒として商品になっていけば
在住の藤本氏の筆によるものですが︑
それはそれで良い事ですがお土産のひと
ビンの色合いともマッチして︑なか
つとして観光客に買って頂いたり︑食事
なか良い仕上がりだと思います︒
処では﹁このお酒にはこんな料理がオス
そのラインナップは︑■大久保駅
スメですよ﹂とお客さんに勧めてもらえ
の桜が︑淡いブルーの瓶に映える吟
ばそれもお店の活性化だと思います︒
醸生酒︒■白いすりガラス瓶に養老
旅館の方にはただお客さんに供しても
渓谷の駅舎のラベルが自然薯焼酎︒
らうだけではなく︑飲酒運転に厳しい時
■中野駅の風景に藤本氏の文字が入っ
勢を逆手にとり︑旨い酒と料理︑いいお
たラベルで黒い瓶にマッチしたもの
風呂を前面に出して﹁ゆっくり泊まって
が芋焼酎︒■２月からはいすみ鉄道
一杯﹂という集客に繋げてほしいものだ
の総元の風景をラベルにした吟醸酒
と思います︒
も登場します︒
そこに地場産の野菜や山菜を使った料
残念なことに市原には酒造会社が
理があればもっとイメージが良くなるで
ありませんので︑お隣の君津と大多
しょう︒農産物の消費が高まれば担い手
喜の酒蔵の協力で実現した企画です
が減るばかりの農地や里山も少しかもし
が地域のお酒として親しんでいただ
れませんが維持されていく方向に向かう
けたらありがたいと思います︒
のではないでしょうか︒
養老渓谷観光推進協議会にも承認
加茂には富士山もディズニーランドも
され︑渓谷の旅館を中心に食事処や
ありませんが豊かな自然が残っています︒
ゴルフ場などにも広がっていけば地
そこには少人数で耕作できる谷津田や畑
域活性化の道具のひとつとして使っ
があり︑体力のない人でも入っていける
里山があります︒
圏央道が開通すれば東京︑横浜という
大人口集積地と近接します︒中華街とそ
ごうに対抗する施設は作れるはずもあり
ませんが︑彼らにも加茂の持っている素晴らしい
財産は作れません︒
担い手がいなくなってしまった農地は貸し農園
に︑荒れた里山は自然に親しみたいと思っている
都会の人に助けてもらえばどうでしょうか︒
今のまま何もしないで諦めにも似た感情でその
日を過ごすだけでは何も変わりません︒地域の人
たちが自分で出来る事を自分なりに取り組んでい
養老渓谷ラベルのラインナップ
右から 吟醸生酒
芋焼酎
自然薯焼酎
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この通信も創刊号から四年を経過する所です
が︑この加茂地区から情報を発信することには
意義があると考えています︒
私たちが
生まれ育ち
今生活して
いるこの加
茂地区のこ
とを私たち
はまだまだ
知りません︒
どんな歴史
があり︑ど
んな人間た
ちがいてど
んな風習が
あるのか︑
または可能性をいっぱい秘めたどんな子供たち
がいるのか︑私たちはまだ知らないことばかり
です︒
昔︑加茂村という小さな村だった加茂地区か
らの発信を誰かが見ていてくれるかもしれない︑
誰かの役に立つかもしれない︑誰かの心に伝わ
るかもしれない︒伝えるべきことや提案すべき
ことがまだたくさんあります︒これから先︑あ
ふれるように記事が増え︑字がさらに小さくな
ることがあっても通信を発信し続けるでしょう︒
厳しいご意見をお聞かせください︒
︵征矢里山通信員︶

い つ わ

平野逸和会︵桐生務会長︶は平成５
年に平野町会の活動支援や親睦を目的
に発足しました︒
現在会員は１７名︑２０代前半から
５０代後半まで広い年齢層で構成され
ています︒
主な活動は︑神社や公民館の掃除︑
町会から依頼される仕事︵高滝神社の
神輿など︶︑親睦を図る忘年会︑新年
会と里見地区青年会ソフトボール大会
など特に派手な活動はありませんが町
会では重要な存在に間違いありません︒

人と環境をどこまでも大切に。実り多き未来へ、
杉田建材は、地域の皆様と共に歩み続けてまいります

-

-

根本

巍

-

都会とは一味違う香りを
感じることのできる街が私
にとって理想の地域の姿で
す︒
都会の人たちにとっての
奥座敷の地位に甘んじるこ
となく︑今以上に自分たち
毎号楽しみに読ませていただいています︒加
の存在をアピールしてくだ
茂青年部のホームページを見ると創刊は平成１
さい︒それと︑﹁里山通信﹂
５年なんですね︒最初は音楽で言うとコミック
バンドのような新聞かなぁと思ってました︑ご のカラー化を是非実現してください︒
︵田中総一里山通信員︶
めんなさいね︒
﹁よくもこれだけ書くことがあるなぁ！﹂と
ご好評に付き︑今年も豪華賞品満
思ったり﹁こんなことまでが記事になるのか﹂
載の特製宝船を３名の方にプレゼン
とか毎回のように感心しています︒
トいたします︒
加茂地区の人たちに限らず︑田舎に住む人た
ご希望の方は︑住所・氏名・電話
ちは︵私も含めて︶︑自分たちは田舎者だと思っ
番号と里山通信へのご意見︑ご感想
ていても本当は都会人の何倍もプライドが高い
を添えて﹁宝船希望﹂と明記してハ
ですよね︒
ガキでご応募下さい︒宛先は
プライドというより郷土愛です︒その郷土愛
〒２９０ ００８１ 市原市五井中央
が﹁おめらぁ︑ドコんもんだい︒おらほんもん
と違うべぇ﹂という話になると私にはその地域
西１ ２２ ２５市原商工会議所﹁加
が輝いて見えてくるのです︒もちろんそれは部
茂里山通信宝船プレゼント係﹂まで
外者が勝手な旅人気分で言ってることなんです
〆切は２月５日消印有効
が︒都会人を寄せ付けない何かがそこにある︒
当選の方には直接連絡いたします︒
都会人から見るといながらにして異文化と触れ
賞品の引渡し式は２月１２日︵振
合うことができる様な気になる︒加茂の目指す
替休日︶午前１０時︑月崎の商工会
ところはその辺かもしれません︒
議所加茂支部にて行います︒取りに
私が思うに加茂の皆さんはある意味たいへん
来られない方は無効になりますので
恵まれていると思います︒
ご了承下さい︒
まず︑メンバーがとても仲が良くて意思の疎
皆さんの中で﹁当りっこない﹂と
通が図られ︑計画立案から実行までがスムーズ
思っている方︑今年もお年玉賞を加
なこと︒それに何をやっても加茂以外の人たち
え︑総勢１０名の方にプレゼントを
に気づかれる事なくマイペースを貫き通せると
用意しました︒お楽しみに！
いうこと︒
加茂の皆さんは今までたくさんの偉業︵？︶
を成し遂げているにもかかわらず︑なかなか身
内以外に評価されることがなかったように感じ
ます︒その点︑かえって注目されにくいがため
に︑こっそりと着実に加茂の特徴が十分確立さ
れる可能性はあります︒都会に迎合しない魅力
市原商工会議所
的な加茂地区のこれからの生き方がそこにある
副会頭
ように思います︒
偉大なる田舎の創造がこれからの田舎の生き
る道です︒都会には勝手にやらせておけばいい︒
市原商工会議所加茂支部
田舎はこっそり楽しくやりましょう！
支部長 征矢 吉之助
今回﹁加茂を斬る﹂というテーマで書いたの
役員一同
ですが︑加茂に言える事は私の住む五井や他の
地域にも言えることだと思います︒

いささ

と が

発足以前︑町会内には小さな有志会が幾つか
あったのですが長続きせず︑それを見ていた桐
生さんが﹁皆が活動し易い会を﹂と作ったのが
今も続いています︒当時︑桐生さんより先輩の
方もいたのですが︑その人達が年下のメンバー
に温かく協力し盛り上げ︑良い雰囲気作りをし
て下さったのが現在を支える大きな要因である
ようです︒それは会の中で強制や束縛をせず︑
やれる人がやれる時に活動に参加できる雰囲気
が常にある自由な会風であると言えます︒その
事は会員相互が認め合う信頼関係がある上で成
り立っています︒
各行事への参加者が少なくても︑出ている人
が一生懸命やれて充実出来ればそれで良し︒そ
んな自然体の運営で会は続いています︒会の名
前の﹁逸和﹂は穏やかで平和を意味するそうで ︑
まさにその雰囲気を大切にする会です︒
桐生会長は﹁会員の高齢化で世代交代が望ま
れますが︑無理に勧誘はしません︒私達がやっ
ている自然で楽しい活動を今から子供達が見て
くれればそれでいいんじゃないでしょうか？﹂
と言う︒
特に会則も無く︑入退会も﹁来る者は拒まず ︑
去る者は追わず﹂という考えで誰でも入れ︑本
人の都合での退会も咎めない︒この様なスタン
スで会を運営する事に些か疑問を持つ方がいる
かも知れません︒しかし現にこの自然発生的な
﹁おとな﹂達の有志会は十数年変わらぬ姿で立
派に存続しているのです︒
加茂中と里見駅の間︑線路の向こう側の神社
で掃除をしている姿があればそれは逸和会かも
知れません︒見かけたら是非励ましの言葉をか
けて下さい︒
︵佐久間里山通信員︶
TEL0436( 96) 1311
TEL0436( 24) 0511
TEL0436( 50) 0111
TEL0438( 25) 4434
市 原 市 万 田 野 ２ ６
市原市惣社1 - 1 - 2 2
市 原 市 牛 久 4 5 0 - 1
木更津市吾妻2- 7- 20
/ 〒290- 0549
/ 〒290- 0023
/ 〒290- 0255
/ 〒292- 0065
本
社
市 原 支 店
南 総 支 店
木更津支店

バーなので︑五井の方で会議があって会員と顔
をあわせるとこの通信の話が出たりします︒そ
ういう人たちからはストレートな意見を聞くこ
とができます︒それでも結構楽しみにしていて
くれ︑これまでのものもしっかり読んでくれて
いますから︑加茂地区の問題点や様々な情報を
理解してくれています︒情報を発していなかっ
たら加茂地区のことはわからないままだったか
もしれません︒

ところで地域の個別の問
題は日本各地の共通の問題
です︒猿︑イノシシ︑鹿や
ハクビシンなどに悩まされ

ているのはこの加茂地区だけではないし︑高齢
化の問題や振り込め詐欺やしつこい訪問販売の
問題も日本各地の共通する問題です︒
それらも情報が発信されているのでよくわか
ります︒そしてその問題の解決方法も以前に述
べた﹁ご近所の底力﹂のような成功例を知るこ
とができます︒そこで思い知るのは様々な知恵
ですが︑その知恵を解放してくれているので私
たちは自分たちへと活用することができます︒
発信されたものをうまく受け止めれば情報は活
きてきます︒情報を活かすも殺すも受け止める
側次第です︒

の地を﹁加茂の産業振興の拠点にもしていく﹂
とした発言の具現化です︒運動広場は︑主に境
橋に向かう道路の南側に位置します︒ 北側の土
地は︑一部しか対象になっていません︒
そこで︑運動広場建設促進委員会は︑残され
た北側の土地を﹁加茂地区産業振興広場﹂にし
たいと考えています︒その具現化の一歩として︑
平成１８年１２月１日に︑加茂地区の産業組合
の責任者に集まっていただき︑﹁産業振興広場
建設促進準備委員会﹂の結成の賛同を得ました︒
そして︑同年１２月９日に﹁今後の加茂地区産
業促進を考える﹂という演題で﹁北見則弘﹂氏
による講演会及び討論会を行いました︒次回の
学習会は︑平成１９年２月９日︵金曜日︶１８
時より︑加茂支所会議室にて︑市原市経済部長
木村孝一氏による講演会﹁加茂地区の産業振興
の拠点づくり﹂を行う計画です︒さらに︑３月
には︑﹁道の駅﹂建設の経過と経営に関する見
学会を予定しております︒運動広場建設促進委
員会は︑この学習会・討論会にできるだけ多く
の方達に参加していただき︑加茂地区産業振興
に関する理解を深め︑平成１９年度のなるべく
早期に﹁産業振興広場建設促進準備委員会﹂を
立ち上げたいと考えています︒また︑それを発
展するかたちで﹁産業振興広場建設促進委員会﹂
を結成したいと考えています︒現在のところ︑
加茂地区産業組合を中核としたやり方を取って
いますが︑求めている方向は︑
できるだけ多くの方達
の参加です︒次回の学
習会には是非︑多くの
方の参加をお願いしま
す︒
︵奈良輪加茂地区
町会長会長︶

加茂有数の穀倉地域、不入永田の風景

明けましておめでとうございます︒
今年もよろしくお願いします︒
最近︑一年間が﹁あっ﹂という間
に過ぎてしまうのはこの私だけでしょ
うか？充実していたのか？ボーッと
していたのか？そんな感じで一年が
終わり︑また一年が始まってしまい
ました︒今年はなんとか目標や目的
をもって頑張りたいと思う︑今日こ
の頃です︒
そんな中︑この加茂地区を復興さ
せようと頑張っている人達がたくさ
んいることを皆さん知っているでしょ
うか？イルミネーションの装飾や︑
地元お土産作り︑直売所など加茂地
区の多方面で盛んに活動しています︒
しかしながら︑加茂地区人口が少
ないこともあってか︑二十代︑三十
代の年齢層の人達は︑若干名しか
いないのが現実です︒私も３６
歳なのですが︑加茂地区の為に︑
そして自分の為に少人数で活動をしてき
ましたが︑結構面白く活動が出来ました︒秋の
紅葉の時期には︑豚汁やおでん︑甘酒︑手巻き
寿司︑おにぎり︑ゆで卵︑コーヒー︑味噌田楽︑
漬物など︑結構売れる事がわかりました︒今回
は︑近所の食堂や割烹の方々の協力で販売しま
したが︑今年は春の新緑の時期に︑“山菜の揚
げたて天ぷら”などもいいのかな？と思案中で
す︒
それから︑皆さんご存知だと思いますが︑我
が編集部の大曽根さん︑佐久間さんが中心となっ
て︑養老渓谷のお土産として︑吟醸酒・芋焼酎・
自然薯焼酎を完成させました︒とっても美味し
いです︵笑︶︒
この様にひとつひとつの積み重ねで︑より良
い加茂地区になっていければいいなと思います︒
また︑加茂地区運動広場の計画や加茂地区の教
育を考える会など︑年配者の方々も真剣に考え
て活動してくださっていますので︑加茂地区の
若者の皆さん︑みんなで手を取り合って加茂地
区を活性化しましょう︒最後に私達といっしょ
に活動してくれる方︑お待ちしております︒お
気軽にご連絡ください・・・︵笑︶︒
︵小茶里山通信員︶

逸和会が掃除をする平野の大山祗神社

今やインターネットの利用者は国内で七〇〇
〇万人と言われ︑日本人の五人のうち三人位が
パソコンや携帯電話でネットを活用しているこ
とになります︒そしてホームページを持ち︑ブ
ログに書き込み︑まさに発信の時代です︒しか
し中には書き込みなどで匿名の名の陰に隠れて
責任を全く持たずに言いたい放題というも
のもあり︑発信もまだ玉石混淆の時代です︒
あまりに強い規制は言論の封殺になります
が︑自らを安全な所において平気で人を傷
付けるようなこと
を書き込むことは
やはり規制が必要
なのではないかと
思います︒もうそ
の動きは出てきて
いて検討がなされ
ているようです︒

私たちもこの里山通信という実にアナロ
グな情報の発信装置を持って情報発信をし
ていますが︑記事は誰が書いたのかわかる
ように執筆者の名が入り文章の責任を負っ
ています︒︵話はそれますが︑毎日新聞で
は記事がすべて署名記事となっていて好感
が持てます︶文はまさに人を表していてそ
れぞれの性格や物の考え方まですべてそこ
に表れています︒
時々いろいろな人からこの通信の感想を
聞きますが︑直接に当人の記事のことを言われ
たりもします︒なお批判やほめ言葉以外に加茂
地区にはこういう物があると誇りにしていただ
いている方もいてありがたいなと思います︒
以前にも述べたことですが︑この通信は加茂
地区全域に約二三〇〇部︑市内の商工会議所会
員に約二五〇〇部が配布されています︒︵さら
にホームページに掲載され︑大げさにいえば全
世界に発信されています︶商工会議所の会員は
市内で商工業を営む商店主とか会社の社長さん
などです︒そこからさらに次の人へと伝わって
いる可能性もあります︒私たちも会議所のメン

加茂地区に運動広場を建設す
るための促進委員会が発足した
のは︑平成４年です︒ですから ︑
既に十数年が経過したことにな
ります︒この時間の長さは︑い
かに建設に伴う困難な問題が多
いかを物語っています︒
その困難な問題の第一が︑最
低でも３ｈａという広大な平地
の確保にあります︒土地という
物は何処を選んだとしても先祖
の努力の汗の結晶です︒また︑
生計を支える貴重な場所でもあ
ります︒いくら加茂地区の人び
との願いがあるといってもそう
簡単に手放せる物ではありませ
ん︒
第二の問題は︑建設された公
園が︑利用頻度の高い物となる
ようにしなければならないとい
う事です︒他の公共施設や駅か
らの距離︑取り付け道路︑駐車
場の確保ができるかなどの条件のクリアが必要
です︒
第三の問題は︑建設費用を貴重な税金で賄う
ことになりますので︑自ずと限界があることを
勘案しなければならないことです︒
こうした諸条件を検討し︑市原市の方針とし
て﹁本郷地先﹂に決定し︑平成１８年３月１９
日に本郷地区共同館で︑地域住民に説明会が行
われました︒その同じ本郷共同館で平成１８年
１２月２日に市原市生涯学習部主催による︑
﹁加茂地区運動広場建設に係る測量区域の説明
会﹂がもたれました︒すでに平成１８年１２月
より現況調査及び仮杭敷設に入りました︒さら
に平成１９年度は︑地積測量・用地買収︑平成
２０年度実施設計・敷地造成工事︑平成２１年
度施設整備工事︑平成２２年度供用開始という
ことです︒同地の田畑の耕作につきましては︑
１９年度の地区区域内の耕作は可能︒平成２０
年度以降については︑用地買収の状況により判
断となっております︒
これで︑本郷地先の運動広場の建設は︑よう
やく具体的な動きとなってきたといえます︒た
だ︑この動きをさらに本格化するためには︑取
り組まねばならない大きな課題があります︒そ
れは︑市が本郷地先に決定をする説明会で︑こ

加茂運動広場建設候補地（本郷地先）
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