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魚 屋 の 戯 言
かます

梭魚

と

梭魚が美味しい季節になりました︒
この字を日常生活で見かける事はあまり
無いのでご存知の方は少ないと思いますが
カマスをこの字で表します︒ただ︑この魚
は昔から日本の各地で親しまれていたせい
か表す漢字も種類もいくつかあり︑﹁梭子
魚﹂や﹁叺﹂などの字を使う場合も見られ
ます︒
叺という字は本来は藁で編んだ袋を指す
字なのに﹁どちらも口が大きい﹂との共通
点でこの字を当てられるそうで︑こうなるとど
ちらが先なんだろうと別の興味も出てきます︒
梭魚にはいくつか種類がありまして︑主に市
場に出回るのはヤマトカマスとアカカマスでお
奨めはアカカマスです︒大きいものは五十セン
チくらいにまで成長し身体に脂肪を蓄える秋か
ら冬にかけてのアカカマスはまさに絶品︒
他にヤマトカマスとアオカマスがあります︒
どちらもやや水っぽいのでそのままよりは水分
を飛ばした干物に向いてます︒更にオニカマス
という種類もいて︑これはバラクーダの名前で
か ま す 水族館で見た方も多いでしょう︒
アカカマスの見分け方はそう
難しくありません︒先ず最初に
その名の通り︑色が違います︒
身体全体が赤と言うよりは黄色みがかっている
のがアカカマス︒ヤマトカマスやアオカマスは
全体に青っぽく︑この黄色がありません︒次に
ヒレの位置を確認して下さい︒背びれと腹ビレ
が胴体を挟んで同じ位置にあればアオカマスか
ヤマトカマス︒アカカマスなら腹ビレが胸ビレ
のすぐ後ろにあって背ビレより大分前に位置し
ています︒料理法は塩焼きが一番︒昔から﹁梭
魚の焼き食い一升飯﹂と言われる程美味しい魚
です︒水分がやや多い魚なので塩を振ってから
三十分ほどしてから焼くと身が締まってより美
味しくなります︒その他にも天ぷらやムニエル
も美味しいですし︑腕のいい板前さんにかかる
と上品な椀種にもなりますが︑これは私達素人
には難しいようです︒
さてこの魚︑優美な姿とは裏腹にかなり獰猛
な捕食者で海のトップガンなる別名を持ってい
ます︒視力がとても良く︑遠くから餌になる小
魚を見つけては時速百五十キロのスピードで近
づいてはあっという間に食べてしまいます︒こ

のため口が受け口になってる上︑歯も普段は寝
ているのに餌を見つけて食べる時には鋭く立ち
ます︒時々その状態ままのカマスもありますか
ら扱うときには十分注意して下さい︒
残念なのは少々お値段が張る事と
鮮度が落ち易い魚である事です︒
大きいものだと普段でも五百円く
らい︑高い時だと八百円くらいし
ますが三百五十円まで下がる事が
あるのでそういうチャンスに是非
召し上がってみて下さい︒選び方
は他の魚と同じくえらが黒っぽく
ない鮮紅色である事︑腹がきちん
と張って弾力がある事︑そして魚体が太い事で
す︒秋のどひゃっと脂が乗った梭魚はご家庭の
幸せをひとつ増やすこと請け合いです︒
︵鈴木里山通信員︶

山口地区にあるこの菩薩像は木造で︑且つ坐
像でありながら２・７５メートルと︑日本一の
大きさを誇っています︒ヒノキ材の寄せ木で鎌
倉時代に造られたといわれ︑左手に宝珠︑右手
に錫杖を持つ︑民衆の苦しみを救う姿とされ地
元の守り神として祀られています︒
そもそも何故ここに
あるのか？現在︑池和
田にある光明寺がその
昔︑山口の西方の音信
山にあり︑現在の場所
に移転する際︵時代は
右下の人と比べると︑
不明︶この像を持って
その大きさが判ります
養老川を渡るのを断念し︑
この地に置いて行ったという︒それ以来山口の
人達に大切に崇められてきたそうです︒
大正６年に菩薩堂と共に倒壊する事故があり︑
大きな損傷がありましたが︑昭和３７年国宝修
理所により見事修復されました︒その間にも昭
和６年に都内のブローカーの手に落ちそうにな
る危機がありましたが︑地元の熱意で取り戻し
たという逸話もあります︒強い絆で守られてき
た木造地蔵菩薩坐像︒現在は鉄筋の立派な収納
堂に収められています︒
︻資料提供 相川孝夫氏︼︵佐久間里山通信員︶

課題曲は今日も雨だった
この日の夜も加茂城では参加者たちが練習には
いつ振り出してもおかし げみ懇親を深めそして酔っ払っていった︒
三日目︒少し晴れ間が見えるものの︑油断す
くない曇り空のもと︑１５
名の参加者が月崎駅到着し るとすぐにパラパラと雨が降ってくる︒今日は
た︒最も遠い人は奈良県天 発表会の開始直前までリハーサルがおこなわれ
理市から始発で来たそうだ ︒ る︒１１時３０分︑開始だ︒抽選の結果︑私た
月出小学校に到着すると早 ちが一組目となったのだ︒それぞれ持ち場につ
速それぞれ個人練習に入る︒その後 いて互いに顔を見合わせ︑準備が整ったことを
所属バンドと課題曲が告げられるの 眼で確認する︒頷き合ったところでドラムのカ
だが︑これは︑きりばやし講師が各 ウントが入る︒１・２・３・４・・・・あとは
自の楽器の技量と音楽の好みによっ 夢中で演奏するだけだった︒終わったあと互い
て決めていく︒私が加わることになっ に顔を見合わせ握手をすると誰かが言った﹁い
たのは︑エレキベース︑エレキピア ままでで一番いい出来だったんじゃない﹂︒
︵北 里山通信員︶
ノ︑ウクレレ︑ドラムス︑アコース
ブラボー！バンドマン︑ブラボー！月出小！
ティックギター︵私︶の５人編成の
バンドだ︒課題曲は往年の大ヒット
９月２７日︑演歌﹁飯給駅﹂の霧島美
曲︑クリーデンス・クリアウォーター・
甫さんが︑ついに加茂の地を訪れました︒
リバイバル︵ＣＣＲ︶の﹁雨を見た
菜の花種まきイベントと一緒にライブを
かい﹂だった︒
敢行︑ご当地飯給駅ではホームを溢れん
体育館での練習を終え︑宿泊先で
ばかりの人で一杯にし︑養老渓谷駅前で
ある加茂城で食事をすませればあと
は約５００人の観客を魅了しました︒
は自由時間だ︒私たちは手渡された
初めて聞く人達は異口同音に﹁うまいっ！﹂
ＣＤプレイヤーの上に頭をよせて曲
﹁素敵な曲ねェ﹂と太鼓判︒その後ＣＤ
を確認する︒構造が比較的単純な曲
が飛ぶように？売れたのは言うまでもあ
なのではじめての人でもすぐに
りません︒
覚えられるようだ︵これは﹁や
購入ご希望の
さしい﹂という事とは全く別物
方は︑養老渓谷
駅︑角屋商店他
で販売中︒１枚
１２００円︵税
込︶です︒角屋
では試聴も出来
ます︒
︵佐久間里
熱唱する霧島美甫さん
︵養老渓谷駅にて︶ 山通信員︶
である事を後ほど思い知る︶︒
情報提供・取材依頼はお近くの通信員へ
﹁じゃあ！﹂ということで早速楽
メールでも受け付けます
器を手に取り弾いてみると︑﹁結
尚︑紙面及び記事に関するご意見・お
構いけるじゃない﹂﹁大体できてるな﹂などと
問い合わせは︑市原商工会議所 市原市
いう感想が相次ぐが︑これは単にアルコールの
五井中央西１ ２２ ２５
もたらす高揚感によるものだった︒
℡０４３６ ２２ ４３０５ 担当 北まで
二日目︒曇り時々雨︒バンド練習がはじまる︒
Ｅメールアドレスは
﹁なにはともあれ﹂と５人そろって演奏してみ
るが︑全員自分のことで精一杯で人の音を聴く
ＨＰアドレス
余裕がない︒午後３時を過ぎるころには少し落
ち着いて演奏できるようになるが︑その代わり
普段使わない筋肉や指先が悲鳴を上げてくる︒ 次回新年号は１月 日発行予定です

(

)

駅利用の方向性が明確な良い例ではないでしょう
か︒

-

さ と や ま つ う し ん

私も小湊鉄道の駅を元気にしたい！︑地域のた
めに有効に活用したい！など︑お考えの方は
小湊鉄道鉄道部ＴＥＬ０４３６︵２１︶６７７１
ＦＡＸ０４３６︵２２︶７６５０
︵担当池田さん︶までお問い合わせ下さい︒

イ ル ミ ネ ー シ ョン

市民の森﹁足湯︸

月崎﹁安由美会﹂︵高山正一会長︶
は平成６年に設立されました︒
当初は︑過疎化や高齢化などで荒
れてしまった農地を整備︑再生させよ
うと立ち上がりました︒このまま休農
地が増え︑荒れてくると景観にも悪く
それ以上に有害鳥獣がはびこる原因に
なりかねないと危惧したからだそうで
す︒
現在の請負面積は５ヘクタールにも
及んでいるそうで︑当初数人で始めた
観光地﹁高滝湖﹂への下車駅で︑周辺は家も多
活動ですが︑今は月崎以外の人も仲間
く賑やかでありながら︑他の駅より駅周辺活動の
に加わって２５名程に増えています︒
ボランティアやカメラマンも少なく︑少々寂しく
この様に仲間が増えるのも会の名
感じられる高滝駅です︒
・ ・ ・
前の意味する︑あ・安﹁安らか﹂﹁安
そんな言い換えればのどかな駅に︑ずっと昔か
らかに治まる﹂︑ゆ・由﹁よし﹂﹁た
ら駅の番？をしているネコが居るという知らせで
よる﹂﹁寄り合う﹂︑み・美﹁美しい﹂
行ってみると︑居ました︒近寄っても逃げません︒
の︑﹁友が寄り合い平穏に地域が治ま
完全に駅の雰囲気に同化してのんびりしたもので
よ
る事を美し﹂とする精神が受け継がれ
す︒その時︑近所のおばあちゃんが﹁ネコかい・・
そりゃ野良だよ︒要る
つつあるからでしょう︒
だば連れてってくれっ
現在では会員だけでなく︑他地域や
がい﹂と︑とんでもな
都市部の人などに﹁農業体験﹂として
い︑そんなことできる
田植えや稲刈りなどを企画︑指導もし
わけない︒こんなにこ
ています︒
の場所に馴染んでいる
そして皆さんもご存知の市民の森の
のに︑と誰もが思うで
管理・運営が大きな仕事として市から
あろう光景でした︒
任せられています︒園内の遊歩道の整
備やバーベキュー場の管理︑イベント
＊上総久保駅の特ダネ情報をご存知の方は︑紙面
では夏の鮎のつかみ取り︑晩秋から冬
末尾の市原商工会議所連絡先までお知らせ下さい︒
には焼き芋・足湯と壮大なイルミネー
ションが県内外のお客さんからも注目の的となっ
小湊鉄道の駅はこの２〜３０年の間︑急激に無 ています︒いろいろな人との繋がりを大切にする
人化が進んで来ました︒しかし︑その間に明らか 安由美会は︑訪れる全国の人をきっと幸せな気持
に駅は綺麗になって来ました︒現在の様にボラン ちにさせてくれるでしょう︒︵佐久間里山通信員︶
ティア活動が盛んになる前︑何気なくひとり︑或
いは２〜３人の小学生やお年寄りがホウキ１本で
駅の掃除を始めた頃の事を思い出します︒そんな
小さな思いやりがあり︑始められたのを忘れずに
いたいと思います︒
︵佐久間里山通信員︶
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駅前にギャラリーが
出来たり︑演歌﹁飯給
駅﹂もリリースされ︑
増して市原ルネッサン
スの皆さんの尽力で周
辺整備もされた飯給駅
は︑沿線で屈指の人気
ポイントになりました︒
更にそれを象徴する
物が駅に在ります︒
﹁飯給駅ノート﹂です︒これにはご近所の方から
通学の学生さん︑そして様々な目的で訪れた全国
の旅人達︵市内外︑中には岐阜県からわざわざ来
られた方も︶の様々な言葉が書き込まれています︒
内容は︑楽しい旅の事や友達の事︑怒りや愚痴︑
中には失恋の痛手を癒しに来た？人も︒ノートは
すでに３冊目になり︑千人近い﹁思い﹂がぎっし
り詰まっています︒ページをめくり読み始めると︑
その﹁思い﹂に引き込まれて︑ついつい時間の経
つのを忘れてしまいました︒

平日は加茂中の生
徒さん達で賑わう里
見駅ですが︑学校が
休みの土・日は駅員？
さんが大勢いる活気
ある場所になります ︒
それは本郷の﹁喜
動房︵きどぼう︶ク
ラブ﹂の皆さんが開
いている﹁駅喫茶﹂
待ってま〜す！
です︒和やかな部屋
では︑美味しいお菓子や飲物を用意してお客様を
出迎えてくれます︒
また８月には︑駅付近の畑に植えてあった枝豆
の摘み取りイベントを開催し︑お客様に大好評で
した︒喜動房クラブは里見駅の整備はさることな
がら︑ダム周辺の整備も積極的に行っています︒
この様に︑里見駅は地域住民が直接借り切って
利用し︑活動の拠点として成功させている︑無人

キマッテル〜！北通信員（右下）

ほとんど１日中駅に居
るらしいこのネコ。実
は野良さんだそうです。

佐久間眞明

上総大久保駅を訪れ
た人なら必ず印象に残
るのが︑待合室に描か
れた﹁トトロ﹂の絵で
す︒とてもリアルで上
手に描いたのは実は１
０年程前の白鳥小の生
徒さん達だそうです︒
色が薄くなると塗り直
す作業をずっと続けて︑
トトロ﹁おかえりなさ〜い﹂ 現在でもこの様に鮮や
かな﹁トトロ﹂が笑顔？でお出迎えしてくれます︒
現在︑花の咲く時期に小湊鉄道の各駅はカメラ
マンが殺到しますが︑此処大久保駅はそのルーツ
といえるほど︑この駅舎と桜のコラボレーション
が数十年前から注目されていました︒その頃には
本物の﹁トトロ﹂が居たのかも？・・

発行 市原商工会議所
加茂里山通信編集部
発行責任者・編集長

例年ならまだ残暑が数日はありそうなもので
すが︑今年は秋の訪れが早いような気がします︒
８月末からの刈り入れのときも雨の日が多く︑
刈り取ったあとの田んぼには皆さんが苦労した
様子は︑コンバインの轍が物語っています︒
近年の天気予報の精度はかなり高いものになっ
てきましたが︑長期予報にあっては想定外の天
気が起こっているように思われます︒これも地
球温暖化の影響なのでしょうか︒
皆さんの中にも朝出勤時﹁朝ズバッ！﹂の気
象予報士﹁根本くんっ﹂のファンは多いと思い
ますが︑私も隠れファンの一人として天気予報
が外れないように祈っているのですが︵これば
かりはどうしようもありません︶︒
仕事柄たくさんのご家庭に伺うことが多い私
ですが︑この時期庭先に下りたとたん漂ってく
る沈丁花の香りは秋の訪れと高滝神社の秋の例
大祭︑にゅうどう︵一本しめじ︶を連想させて
くれます︒特ににゅうどうは︑最近目にする機
会も少なくなってきたように感じます︒知り合
いから少しばかり分けていただくのが本当に楽
しみになってきています︒
近年︑里山は荒れ︑イノシシやシカの出没に
よって多くのきのこや山の幸が失われています︒
と︑ここで戸澤通信員は力尽き︑ここまでワー
プロの代打ちをしてきた私︵北︶も燃料切れと
なりました︒では︑最後のペッペ語です︒
ママ﹁お父さん！あんたいろんな事をやって
んだから︑せめて私に今話題の花畑牧場の生キャ
ラメルぐらい何とか手に入らないの？﹂
私﹁そんな事言ったって︑そんためにいろん
な事やってるわけじゃねえし・・ちょっと無理
なんじゃねぇ﹂ところが後日︑ひょんな事から
私の元に例の花畑牧場の生キャラメルが入る事
になったのです︒たった一つの﹁ホントにたっ
た一つ﹂のキャラメルを廻って我が家ではその
夜争奪戦が繰り広げられたのでした︒結局︑そ
の小さな一個のキャラメルを
口にしたのは﹁こらあてぇが
くうだよ！にしらんにゃあ〜
やんもんか！！﹂の一言でマ
マが食べたのでした︒めでた
しめでたし︒
︵戸澤里山通信員︶

か

加茂 里山通信
読者の皆さんの中にも﹁しばらく小湊線に乗っ
てないなぁ﹂という方がいらっしゃると思います︒
今︑加茂地区で駅員がいるのは７駅中︑養老渓
谷駅だけという︑３〜４０年前と比べると非常に
寂しくなりました︒しかし︑そんな無人駅︑昔か
ら生活の一片にあった場所を何とか再生させよう
と頑張るパワーが続々と生まれ︑何だか地域が明
るくなって来た様な・・・︒

今 年 の ４ 月 に オ ー プ ンし た
﹁養老渓谷駅足湯﹂が大好評で
す︒小湊鉄道さんが技術の粋を
尽くして建設した施設はとても
綺麗にしっかり出来ています︒
屋根付で雨もしのげ︑２０人ほ
ど入れる立派なものです︒
駅前は先日の小湊線沿線の菜
の花の種まきイベントでゴール
地点になり︑大勢の参加者が昼
食を取りながら︑並行して披露
された演歌﹁飯給駅﹂でお馴染
み霧島美甫さんのライブを楽し
み︑大いに盛り上がりました︒
足湯利用料：小湊鉄道利用者と
駅前駐車場利用者は無料︒そ
の他は大人１４０円子供７０
円︒時間：平日１２時〜１７
時 土休日１１時〜１７時︒

綺麗な
足湯は
大人気←

秋号

月崎駅の旧駅長室を改
造して広い待合室になっ
た壁には︑小湊鉄道沿線
の風景や地元有志の方々
の地域整備活動の写真が
沢山貼られています︒
市民の森への下車駅で
もある事から︑安由美会
の方々を中心に駅舎だけ
でなく︑長〜いホームや
線路周りも常に綺麗に整備されています︒そのホー
ムを歩いてみると・・ありまし
た︑大久保方面の線路脇に︑鉄
道ファンならご存知のマンガ
﹁鉄子の旅﹂第４巻で紹介され
た﹁手動ポイント切替機﹂がひっ
そりと残されていました︒
菜の花種まき参加者でいっぱい

カメラ目線ですか？駅長、目を開けて下さい！
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今年は稲刈りの直前になって雨が続き︑機械
化されているとはいえ︑その機械が立ち往生し
たりして︑農家にとっては負担の大きい稲刈り
作業となってしまいました︒残暑も厳しかった
九月が過ぎ︑しのぎやすい季節となりました︒
柿が少しずつ色づき始め︑すすきの穂が立ち︑
その穂も赤みを増しています︒高滝湖ではワカ
サギ釣りが解禁になります︒今年は昨年よりも
たくさん釣れそうです︒この高滝湖の湖面まわ
りも次第に秋らしい装いになっていきます︒春
の菜の花と桜の咲く湖面まわりも生き生き
としてきれいですが︑秋は春ほどに華やか
ではないものの︑少しずつ色を増していき
空気が澄んで空が高く感じられる分︑落ち
着いた田園風景として目になごみます︒養
老渓谷の紅葉は例年十一月の後半から十二
月の始めにかけて
がピークですが︑
養老渓谷以外でも
あちこちに見事な
色を見せるところ
はあります︒紅葉
狩りもまた花見に
劣らずいいもので
す︒

署名の提出で満足してはいけないし︑これは たいという内科医も呼ぶことができなくなり︑ て何よりも時間のかかるものです︒その間に現
始まりであってこれからも地域の声を上げてい 大学からも派遣する魅力がなくなる︑という悪 場にいる患者や医師や看護士たちが受ける影響
き︑ことを動かさなければ意味がないと報告書 循環に陥るとも指摘されています︒
は計り知れないものがあります︒
を持ってきてくれた鶴舞の友人が言っていまし
た︒
市原南部に起きている医療の現実はこのまま
で終わるものではなくて︑もっと悪化する可能
性すらあります︒手をこまねいているばかりで
はそういう方向に行ってしまいます︑今︑医療
はなにもしなくても与えられるものではなくなっ
ています︒自分のこととして考え︑自分たちが
関わって守り育てていかなければならない時代
にきていると言えます︒
千葉日報で九月に﹁ちば医療危機﹂と題して
特集が連載されました︒そこで指摘されていた
一つが︑二〇一一年から診療費請求のオンライ
ン化が義務化されるために︑それに対応できな
い︑又は敬遠してしまう高齢の医師などが引退
や廃院を考えており︑その数が県内で一〇四施
設︑全国で三六〇〇施設に上るということがア
ンケートにより明らかになったとありました︒
医療機関が患者の自己負担分以外の料金を紙の
請求書で提出していたものをすべてパソコンを
使えということです︒アンケートでは廃院を検
討している施設の六割が七〇才以上の高齢者で
した︒ここで一番問題にされるのは﹁学校保健
が危機的状況になる﹂ということです︒県内公
立校の学校医の平均年令は六〇才くらいですが︑
七一才以上は一三九人もいて︑この方たちの多
くが辞めるとなると大変なことになるのは誰で
も予測できます︒そしてまた︑近所の診療所が
厚生労働省の事務の効率化のために消えていく
というのも全く納得のいかない話です︒

とのできる田舎暮らしは︑それと引き換えに命
の安全という点からはリスクを抱えた暮らしと
なりつつあります︒高度な医療体制が都市部に
集中し︑その界隈に生活しなければもしもの時
の身の安全を確保できないということであれば︑
田舎暮らしはそれなりの覚悟がいることになり
ます︒田舎生活をしてさらに医療の充実も欲し
いというのは今やエゴになってしまっているの
でしょうか︒

人口分布が広域にわたり︑人口そのものが少
ない田舎で営業する場合と︑人口が密集してい
る都市部で営業する場合とでは︑明らかに勝負
は見えていて︑採算を考えた営業という観点か
らすれば赤字が見える場所に建てはしないでしょ
う︒しかし︑ことは命の問題です︒地域医療が
赤字体質に陥りやすいという事実があったにし
ても︑そこに必要だから建ったはずです︒
五〇年近く前︑市民病院の前身の加茂病院は
当時の加茂村にぜひとも必要だったから建てら
れたはずです︒村の予算をつぎ込んででもそこ
に必要だったのだと思います︒
採算だけで閉鎖されたりするのであれば︑多
くの地域の公立病院がそういう状況に追い込ま
れます︒公立病院も私立の病院の営業努力を見
習うべきだとは思いますが︑必要であればそこ
にこそ税金の投入システムを作り︑税の還元を
して欲しいものです︒

w
o
r
r
o
m
o
t

www.honka-bouso.com

ホームページ
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そこに病院があって当た
り前という状況ではなくなっ
てきている以上︑やはり必
要なことには声を上げるべ
きではないでしょうか︒署
名活動は署名そのものが目
的ではなく︑ことが動いて
初めて意味をなすものです
から︑本当に大変なのはこ
れからです︒何でもそうで
すが︑気持ちを持続させあきらめずに続けるこ
と︑実はそのことが本当は一番大変なんだと︑
先の鶴舞の友人と長い立ち話をしました︒
︵征矢里山通信員︶

ホンカ房総 太陽工業株式会社

これまで三回にわたって今の日本の医療の状
況︑さまざまな問題点︑その問題の根本的な原
因︑他の国の医療体制との比較から見た日本の
医療体制の利点などを取り上げてみました︒そ
してはっきりしてきたのは壊れかけたシステム
が早急に改善されることはないということです︒
医師不足一つとっても︑医師が一人前になるの
に一〇年といわれますから︑今のように医師不
足という現実が見えてから政府が医師を増やそ
うとしても早くて一〇年はかかることになりま
す︒その間︑先程も述べたようにオンライン化
を敬遠する高齢の医師たちが早めにリタイヤし
はじめると現状よりもさらに不足するという事
態も考えられます︒医師の供給元だった大学の
医局も︑新臨床研修制度で学生が自由に研修先
を選べるようになった今ではその力を失いつつ
あり︑若い医師が医局を離れて自由に勤め先を
選択できる今の状況から︑医局の意向が強く働
く元の状況へ帰るのもかなり難しいでしょう︒
人口がどんどん減っているのに医師にかかり
やすい高齢者の率が高くなっている加茂地区で ︑
市民病院という総合病院から診療所となってし
まったものを元の規模の
病院にするというのも無
理な話でしょう︒︵維持
管理が大変なので病棟を
壊して診療所の規模にす
るという話も出ています︶
ここ数年で市民病院と
鶴舞病院の体制は大きく
後退してしまいました︒
健康で医者にもかからないという人にとって
はピンとこないかもしれませんが︑高齢者や
病気がちの人にとっては大変な変化です︒し
かし︑今健康な人にとってもいつ病気になる
か怪我するかわからなし︑いずれは年を取り
病院の世話になるでしょうから他人事でもな
いはずです︒また自分でなくても家族や友人
にもしものことがあった場合どこで診てもらう
のか︑そんなことも真剣に考えなくてはなりま
せん︒
空気もよく︑四季の移り変わりを五感で感じ
ることができ︑自分で自分の食べる物を作るこ

Tel 0436-95-5641
市原市馬立414-1

検索
ホンカ

国は北海道夕張市のような財政破綻を防ぐた
めに︑〇八年度決算から一般会計だけでなく︑
病院事業など特別会計も監視対象に広げる自治
体財政健全化法を制定しました︒銚子市立総合
病院の休止決定は︑自治体が財政悪化により︑
住民の生命に関わる病院でさえも切り捨てざる
を得ない危機的状況を浮き彫りにしました︒
﹁病院を閉鎖するか︑市の財政を破綻させるか﹂
これは前回に紹介したテレビドラマ﹁
﹂
の中でもメインに扱われたテーマです︒しかし︑
元来︑自治体病院は医療過疎地域に設置され︑
収益性よりも公共性を重視してきたため赤字体
質に陥りやすいのですから︑そこの監視を法制
化されてしまっては︑自治体の財政状況と病院
の経営状態によっては病院事業からの撤退はさ
らに続くことが考えられます︒厚生労働省は医
師不足対策などに一〇〇〇億円の概算要求をし
ています︒しかし︑一度崩れかけてしまったシ
ステムや信頼をを元に戻すというのは容易なこ
とでありません︒お金だけでなく︑労力もそし

忘新年会予約受付中

ところで︑内科医がいなくなるとど
ういうことになるかということについ
て︑医療関係者は次のように述べてい
ます︒
﹁皆さんが身体の調子が悪く病院に
行き何科に行くのか判断できないとき︑
まずは内科にかかります︒内科は総合
的に患者さんを診ていきます︒そして︐
何科を受診すればよいのかを的確に判
断するのも内科です︒総合診療が内科
ですので病院では大事な存在になりま
す︒でも︑循環器病センターだから︑
別に他の科の医師がいればいいじゃな
いかと思うでしょうが︑医師は専門分
野で仕事をしています︒担当科以外の
病気が診れない訳ではありませんが︑
専門以外の疾患については専門医で治
療を受けることが的確な治療になりま
す︒循環器疾患を持っている患者さん
は︑循環器の病気だけでなく︑合併症
として︑糖尿病・高血圧・高脂血症な
どを持っています︒循環器の治療とと
もに︑この合併症の治療も徹底して行わなけれ
ば再発を繰り返すことになります︒ですから︑
循環器病センターで治療を完結させるためには
内科医の存在が不可欠になります︒﹂
その重要な内科医が一人になっている循環器
病センターは将来外科にも影響し︑センターの
存続自体にも影響を及ぼすことが懸念されてい
ます︒そして医師の負担を減らすために︑検査
や一般外来を減らし︑入院も減らすということ
になります︒現状に見合った医療の供給となり︑
内科として魅力ある職場とならず︑個々で学び

ユートピア笠森

先に鶴舞の﹁県立循環器病センターの拡
充を要望しよう﹂という署名活動のことを
書きましたが︑鶴舞地区町会からその後に
ついて報告がありました︒署名運動の対象
地域は市原市南総地区・加茂地区・長南町・
大多喜町です︒署名総数はほぼ三万︑加茂地区
では住民総数六六四〇人の内︑三五七五人が︑
長南町では住民総数九七九五人の内︑六七三〇
人が署名しています︒七月三一日に佐久間市長
と県病院課長に提出したとの報告です︒この提
出は市原国保市民病院が診療所に格下げされ︑
循環器病センターの内科医が六名から一名になっ
たことで地域の住民の命と健康を守る医療体制
が危機的状況に陥ったことに対し︑公立病院に
頼らざるを得ない地域住民の悲痛な叫びとして
の意思の表明でした︒

ちなみにムーミンの特徴は︑体長は小型犬から
中型犬くらいで体毛は短く︑体色は茶色︑横顔
は笑っているムーミン︑︵大きくした瓜の様な
夕焼け空に︑カラスが“カーカー” 感じです︒︶車で近寄っても︑慌てず騒がずマ
と︑過ごしやすい秋になりました︒我 イペースです︒しかし止まりません︒足は細く
が家では︑屋根から“コトン︑コロコ 黒っぽいです︒生息場所は清澄山周辺︑活動時
間は夜だと思います︒冗談のよ
ロ”と山栗が落ち始めました︒
うなお話ですが︑私は本気です︒
今回は︑“初めて見る！野生動物”
それでは皆さん︑がんばって
と題して書きたいと思います︒私は最
“ムーミン！”を捜して下さい︒
近︑友人と夜釣り︵海︶にはまってい
︵小茶里山通信員︶
ます︒場所的には勝浦〜鴨川なのです
が︑だいたい深夜まで釣りを楽しんで
帰宅します︒皆さんご存知の方もいらっ
紅葉の時期にはまだ早い今日この
しゃると思いますが︑帰り道は民家も
頃ですが︑昨年から﹁菊まつり﹂が
ない山林の中を養老渓谷方面に帰って
中止になった養老渓谷温泉街は︑ポッ
くるのです︒そこに出てくるわ！出て
カリ間の抜けた寂しい秋になってい
くるわ！！凄いんです！！！野ウサギ︑
ます︒未だに中止になった事を知ら
イタチ︑タヌキは当たり前︑ハクビシ
ずに訪れるお客さんも多く︑かなり
ンから︑イノシシ︑シカ︑キョンまで︑
がっかりされて帰る人もいました︒
いっしょになって︑イヌ︑ネコまでも！なんて
今になって︑養老渓谷菊まつりが
こった！ここは︑“動物王国か！？”っていう
大勢の皆さんに愛されて来たイベン
位なのです︒こんな状態なので車のスピードも
トだったことを再認識しています︒
出せません︒そしてある日︑いつもの様に帰宅
中断してまだ間もない菊まつりは︑
をしていると︑２匹のイヌの大きさ位の動物を
今再開させればまたお客さんは戻っ
前方に発見！どんどん近寄ると︑“おっーーーーーーー！
て来るでしょうし︑花火大会も無く
ムーミン！！”そして︑助手席の友人も︑“おっー！
なった今︑ある程度の期間にお客さ
はじめて見たよ！ムーミン！！︒”笑ってしま
んを呼び込む施策は急務になってい
う人もいると思いますが︑まさに顔が”ムーミ
ます︒ただ︑再開に向けて問題はい
ン“なんです︒それも横顔が︑”笑っているムー
ろいろあります︒そもそも中止に
ミン“なんです︒︵ムーミン・・・幼少時代の
なった大きな理由は︑地元菊花会
頃のＴＶアニメのキャラクターです︶そして次
の解散でした︒個々の高齢化によっ
の日︑近所の野生動物に詳しい方々に︑その動
て継続が困難という事です︒しか
物︵別名・ムーミン︶の本名を聞こうと問いた
し︑近隣でも菊花展は開かれてい
だすと”それは︑行川アイランドにいた“キョ
ます︒その中で養老渓谷にも出展
ンだよ！”と︑そして私の同級生のまっくんは
してくれる方を探しています︒
“カピパラ？”じゃない？と︑そこでインター
現在は再開に向けて︑発案人の
ネットで両者を検索し確認したのですが︑キョ
私と旅館組合の皆さん他有志の協
ンとは︑全く違い︑カピパラは似てるのですが
力で準備をしている段階です︒
﹁ビンゴ！﹂ではありませんでした︒
来年は是非私も出展してみたい
そこで︑車家健助特別企画！﹁おもろ〜野生
という方︑又はそんな人をご存知
動物ＷＡＮＴＥＤ！︵指名手配！︶ムーミンを
の方は︑佐久間眞明︵０９
さがせ！？﹂見事に発見し︑証拠写真︵実物捕
０ ４７３８ ５３５５︶ま
獲もＯＫ！︶とムーミンの本名が実証できる資
料を揃えて︵有︶小茶自動車にお持ち下さい︒
でお知らせ下さい︒メール
厳選な審査の上︑先着１名様に﹁養老渓谷温泉！
でも受け付けます︒アドレ
ペア宿泊券！﹂をプレゼント致します︒※実物
スは
をお持ち頂いた方は︑実証できた後︑責任をもっ
まで︒
てお持ち帰り下さい︒
︵佐久間里山通信員︶

四季を感じる安らぎ空間

その家は
フィンランドの
幸福論から。

↑イノシシ

畑の野菜は食われるは裏山のクリやカキも採
りごろになるとやられっちまう︒
田んぼも猪の遊び場にされて稲もぐちゃぐちゃ
に︒﹁こんなこっちゃ百姓やってらんねぇ﹂と
投げ出す前に︑自分の田畑は自分で守ろうじゃ
ありませんか︒

電機柵

(15名様以上無料送迎いたします)
宿泊･宴会･ゴルフ･テニスとゆったりとやすらぎのときを
〒297-0154 千葉県長生郡長南町岩撫5番 地
ご予約･お問合TEL 0475− 46− 2381 FAX 0475-46-2250
Todays homes.Naturally.

けでなく︑地元住民も一体になって被害対策を
進める必要が出てきた︒
平成１２年度から始まった電機柵の設置は
水田を中心に総延長２２キロメートル近く設置
されるようになり︑被害対策としては相当の効
果が見込めるとのこと︒確かにゴルフ場でイノ
シシ被害は聞かれなくなった︒
檻ワナもイノシシ用とハクビシン用などの小
型ワナがあり︑１９年度の捕獲実績はイノシシ
５１頭︑タヌキ６頭︑ハクビシンとアライグマ
が３６頭︑サル１７頭︑シカ２頭など︑捕獲に
よる効果は設置するワナの数によって増加する
はずである︒
市原市では地域住民の方と協働で有害鳥獣の
被害防止に取り組みたい希望があり︑支援の内
容も県内市町村ではトップの中身を整えて町会
での説明会や申請をお願いしている︒
電機柵設置は材料支給をしてくれ︑自己負担
は６分の１︵１ｍあたり１００円程度︶︒隣接
する地元民で共同で設置したらどうだろうか︒
檻ワナは町会単位での取り組みがいいのでは
ないだろうか︒
ワナの購入︑あるいは作成にかかる費用の半
分を補助してくれる︒また︑ワナを扱うには狩
猟免許が必要だが免許取得の費用は全額補助
︵猟友会加入は個人の任意なので入会金等は対
象外︶となっており︑試験も古敷谷の千葉県射
撃場で年３回実施している︒
市原市では町会に出向いて説明会を始めてい
ます︒加茂地区では月出ですでに開催しました︒
春先のタケノコ︑畑のイモやトウモロコシ︑田
んぼの稲や柿に栗︒せっかくの自然の恵みを荒
らされないために自分たちで出来ることを考え
ませんか︒
詳しくは農林業振興課︵農業センター内︶電話
３６ ４１８７まで︒ ︵大曽根里山通信員︶

トタン柵

↓ハクビシン

.

サ ル や イ ノシシ ︑
ハ ク ビ シ ン や ら アラ
イグマなど 野生鳥獣による農作物被害は加茂地
区だけにとどまらず徐々に北部地域にまで広がっ
てきた︒
加茂地区ではシカまで出るようになり︑それ
によって山ビルの拡大も心配される︒
市原市では平成１０年から猟友会の協力で檻
ワナと銃器による有害鳥獣駆除事業を開始し︑
捕獲事業と並行しながら被害防止用の電機柵の
設置を支援してきているが︑ここ数年︑被害地
域が広がってきたこともあり︑行政と猟友会だ

ネット柵

（２）
（昭和６０年７月３０日第三種郵便物認可）平成20年11月1日（毎月1日発行）第378号

信
通
山
里
茂
加
秋号
平成２０年１０月２０日（月曜日）発行

信 （昭和６０年７月３０日第三種郵便物認可）平成20年11月1日（毎月1日発行）第378号
通
山
里
茂
加
秋号
平成２０年１０月２０日（月曜日）発行

-

-

（３）

-

.
a
y
o
d
a
k
o
r
o
y
@
o
f
n
p
i
j
.
o
c

