ざ

れ

ご

と

て来ます︒そういえばもうすぐダムの花火大会
︵八月十四日︶が来ます︒
︻相川孝夫氏監修︼︵佐久間里山通信員︶
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５月１５日︑前日までの寒さがう
そのように太陽がサンサンと降り注
ぐ青空の下︑里見小学校恒例の田植
えが行われました︒
例年は５年生だけで植えるのです
が︑４年生には稲についての授業が
あるとの事で︑４・５年生合同の総
勢２１名で田植え開始です︒まず５
年生が︑田んぼに張られた親綱と直
角に移動しながら張られる子綱に印
された所を基点に植え始め︑その間
を一人５列ずつ担当します︒その姿
を周りで見ていた４年生は自分達の
順番になると大はしゃぎです︒子供
達の嬌声と先生の怒鳴り声が響きわ
たる賑やかな田植えになりました︒
今年も講師は石渡さんと仲川さん
です︒﹁ハイ︑よく聞いて〜！５列
に植えるには︑まず自分の股の下に
１株︑それから両脇に２株ずつ︒そうすれば間隔
が取りやすいですよ〜﹂と４年生もいるせいか手
取り足取り丁寧に指導されていました︒
そして人数
が多かったこ
とで︑１時間
余りですっか
り植え終わり
ました︒秋の
実りの楽しみ
も︑人数が増
えた分大きく
なりそうです︒
︵佐久間里山
通信員︶

10

早いもので︑２００４年にスタートし
たこの合宿も︑今年で５回目を迎えます︒
今年は︑夏休みも大詰めの８月２９日
︵金︶︑３０日︵土︶︑３１日︵日︶の
三日間︑旧月出小学校を会場として実施
します︒
いつも通り︑３１日の午前１１時３０
分から三日間の成果を披露する﹁発表会﹂
をおこないます︒観覧は自由ですのでぜ
ひ月出小学校までお越しください︒
また︑普段おこなっている河口湖合宿
が︑６月１７日ＮＨＫの﹁生活ほっとモー
ニング﹂で大きく取り上げられたことも
あってか︑７月４日で参加申し込みが定
員１６人に達し受付締切りとなりました︒
過去４回の参加者総数は︑スタッフ︑
取材陣まで含めると７０名︒これだけの
ひとが︑関東だけでなく︑遠くは奈良・
大阪・兵庫などから集りました︒
今回は︑はたしてどんな合宿になりま
すか︒お楽しみに︒
︵編集部唯一の合宿参加者 北 里山
通信員︶

三日間集中すれば
驚きの上達です

高瀧神社の名前は︑古くは﹁高瀧神﹂と呼ば
れその後に﹁加茂大明神﹂天正十九年〜﹁加茂
大神宮﹂享保十二年〜﹁高瀧神社﹂明治十三年
という変遷で現在に至っ
ています︒現在の社殿
は加茂大神宮になった
享保十二年 一七二七
年︶に再建され２８０
年の年月を経ています︒
その造りは拝殿・幣殿・
昨日私の所に︑日頃︑記事の提供や監
本殿から成り︑権現造
修でお世話になっている相川孝夫様が︑
りと呼ばれるそうです︒
﹁いつもご苦労さま︒私も解っているが
そして昭和五十五年に
出版物の編集はとてもたいへんなんです・・
は市原市の指定文化財に指定されました︒
これで皆でお茶でも飲んでください︒﹂
高瀧神社は︑その昔から子育て・安産・縁結
と言いながら︑金一封を差し出してくれ
び・農業の神様
ました︒エッ！こちらの方がお世話になっ
として信仰され
ているのに・・と困惑してしまいました
て来ました︒こ
が︑いつもの丁寧な口調で勧められ︑あ
の様に周辺住民
りがたく御芳志として頂きました︒
の生活に密着し
て来た証として︑ 最近︑子供たちまで本紙発行支援のチャリティー
春は四月の﹁花 ボックスに入れてくれたり︑温かい言葉など皆
嫁祭り﹂︑夏は 様のご支援が多く寄せられる様になり︑たいへ
八月の﹁夏祭り﹂ んありがたく︑皆様には改めて御礼を申し上げ
そして秋は十月 ます︒当編集部もそれを励みにしながら︑近年︑
に 最 も 盛 大 な 加茂地区を含めた南市原で活発になってきた︑
﹁秋季大祭﹂が 地域活性化を目指す活動をされているグループ
行われます︒昔は喧嘩祭りと呼ばれ︑伝統ある や︑日々の生活をより良くしようとする声など
三基の神輿 上郷・宮本郷・平蔵郷︶がダムの中 を積極的に取り上げていきたいと思っています
の鳥居まで渡御する雄姿に今でも﹁加茂っ子﹂ ので︑身近な情報を是非お寄せ下さい︒
︵編集長︶
は血が騒ぎます︒神輿担ぎは重くて疲れますが
秋になるとなぜか担いでしまいます・・・︒
情報提供・取材依頼はお近くの通信員へ
高滝ダムは昭和五十四年から十一年余りの歳
メールでも受け付けます
月を掛け︑平成二年に完工︒２７３億円を投じ
尚︑紙面及び記事に関するご意見・お
た︑有史以来加茂地区最大の事業でした︒１１
問い合わせは︑市原商工会議所 市原市
０戸余りの家と１７２ｈａの田畑が沈み︑高滝
五井中央西１ ２２ ２５
地区外に住む私ですら瞼を閉じると︑昔の高滝
℡０４３６ ２２ ４３０５ 担当 北まで
集落の風景がかすかに思い出されます︒
Ｅメールアドレスは
景色が変わり三十年近く経った今︑釣りやボー
ト遊びなど全く異なった観光地になった高滝に
ＨＰアドレス
は︑発展への大きな可能性が秘められていると
言えるでしょう︒ダムの畔で景色を眺めている
と昔の事から未来までいろいろな思いがめぐっ
次回秋号は 月 日発行予定です

うと︑今年初めて﹁ほたる祭り﹂も開催しました︒
会場に続く山道を照らしたボンボリは富山小の子
供たちのプレゼント︒地域の絆を感じました︒
活動の拠点になる小屋は今年１月に会員の手で
建てられた２代目の小屋となります︒上総掘りの
水を引いた清水の流れる音を聞きながら︑小屋の
中央に置かれた火鉢のはまった大きなテーブルを
囲んで︑お母さんたちが作った料理を楽しむのが
恒例になっており︑﹁作業が終わってもみんな帰
りたがらない﹂とうれしそうに会長が語るとおり︑
和やかな会の活動が想像されます︒堅苦しい会則
などはな
く︑手伝
いたい人
が自主的
に参加す
ることが
原則だそ
うで︑第
１土曜日
の８時半
に農村公
園付近︑
あるいは
近くのド
コモのアンテナ下に集まった人は仲間入りができ
るそうです︒︵大曽根里山通信員︶

編 集 後 記

ので背中側を持つ事は禁物︒必ず腹の方を持っ
て下さい︒この季節を逃さず︑是非とも初夏の
鶏魚を楽しんで下さい︒
︵鈴木里山通信員︶

昨年の合宿の様子

だより
魚 屋 の 戯 言

イサキ

鶏魚が美味しい季節になりました︒
何だこの字は？あまり見ない字だぞと思う方
が多いと思いますが︑実はこれ︑イサキと読み
ます︒字の由来は鶏魚の背びれが鶏のとさかの
部分に似ているところから来ています︒
普通︑産卵期を迎えた魚はあまり美味しくは
ないもの︒しかし鶏魚に限っては産卵期の初夏
から真夏にかけてが旬とされ︑味も落ちません︒
当店でも夏場によく仕入れてお客さんに喜ばれ
ています︒メバルやキンキの値段が高くなって
しまってなかなか手を出せなくなった昨今では
手頃なお値段で気軽に召し上がって頂ける数少
ない一尾付けの魚と言えます︒安い時なら一尾
３５０円くらいで手に入る事もあるくらいです︒
料理方法は定番の塩焼きの他︑お刺身や煮付
けにしても大変美味しいのはもちろんですが︑
我が家では酒蒸しにする事もあります︒三枚に
下ろした鶏魚に塩胡椒で味を付け︑上下に葱を
置いてその上からお酒を振りかけて蒸すとこれ
が絶品︒これとお酒があれば一日の疲れなんぞ
百万光年の彼方に飛んで行ってくれます︒
できれば三枚に下ろした身か
らとげ抜きで小骨を全て抜いて
おいて下さい︒食べる人は作っ
てくれた人の親切に感動すら覚
えるかもしれません︒お刺身にする場合は皮を
付けたまま︑軽く直火に当てるか熱湯をかける
かして皮を柔らかくしてから食べる方法もまた
捨てがたいものです︒運良くまとまった量の白
子が手に入ったら︑丁寧に水分を取り去った後
に塩を当てて冷蔵庫で三日ほど保存しておけば
鶏魚の白子の塩辛というなんとも贅沢な一品の
出来上がり︒これなんか食べちゃったら・・・・・
泣きますっ！
遠来の友人に食べさせたら﹁これ旨いなあ︒
どこで売ってるんだ？﹂と聞かれたので﹁魚屋
でも釣り人でもない自分の不幸を呪え﹂と言っ
て冷たく突き放した前科があります︒
鮮度の良いものの選び方はエラとお腹で判断
できます︒この魚は鮮度が良くても目が曇って
いる場合があるので︑目が澄んでいなくてもエ
ラが鮮紅色でお腹がしっかりと締まっているも
のを選べば大丈夫︑まず外れはありません︒
気をつけて頂きたいのは扱い方です︒別名
﹁鍛冶屋殺し﹂とも言われるくらいヒレが固い

さ と や ま つ う し ん

６月１５日に市原市総合防災センターで開催さ
れた第４１回市原市消防操法大会の成績は次の通
りです︒
優勝 加茂支団
第７分団 ８３点
準優勝 五井支団
第２０分団６８点
第３位 市原支団
第１分団 ６７点

)
(
(

(
昨年︑苦汁をなめ
た市原市大会に気合
十分で臨んだ加茂支
団第７分団は２位以
下に大差をつけて５年ぶり２回目の
優勝を勝ち取った︒そして６月２９
日千葉市役所駐車場で行われる千葉
支部大会にコマを進めた︒

上古敷谷里山の会︵代表：林忠
男︶は上古敷谷の町会の皆さんを
中心に里山整備を続けています︒
会結成のきっかけは平成１２年
の産廃不法投棄にさかのぼります ︒
自然豊かな里山が或る日突然産廃
の山となり︑町会挙げての阻止行
動が︑当時︑私道の狭さく化へと
議会を動かし︑大型ダンプの侵入
を防ぐことになりました︒
谷津の多い地区では油断してい
ると﹁更なる不法投棄があるので
は﹂との危機感があり︑きれいに
整備しながら監視活動をして行け
ば︑地域の荒廃防止と一石二鳥の
効果があると話し合われ︑平成１
３年２月から正式な会として活動
が始まりました︒
月に一度︑第１土曜日に３０人
ほどの会員が集まり︑谷津と里山
の整備を継続︒今では富山小の児
童との交流の場ともなっています ︒
児童たちの遠足の場所となり︑年
３回は芋煮会やバーベキュー︑夏
には流しそうめんなども振る舞い︑
昨年はテレビの取材もありタレン
トのグッチ裕三さんが訪れたこと
も会の自慢です︒
６月には谷津を乱舞するホタル
を多くの皆さんに楽しんでもらお

(

も

昭和村駐車場

)

)

()

鈴木清司
三神嘉宏
斉藤勝久
平野英敏

佐久間眞明

前略
姉さん元気ですか？そちらの生活がどんなも
のなのか想像もつきませんが︑姉さんのことだ
からきっと賑やかに過ごしているかと思います︒
早いもので姉さんがそちらにいってから３年
が過ぎてしまいました︒このところ随分と長い
間不義理をして申し訳なく思っています︒あと
一ヶ月でお盆が来ます︒その時にまとめてご挨
拶しますのでお許し下さい︒こちらは皆元気で
やっています︒姉さんに可愛がってもらった長
男も今年就職しました︒唯一の姪っ子というだ
けで一番可愛がってくれた娘も︑ご多分に漏れ
ず今どきの高校生仕様で大根足をあらわにスカー
トを短くしています︒︵頭が痛いです︶
ところで︑最後の姉さんとの会話を覚えてい
ますか？僕はずーっと覚えています︒その日は
姉さんの具合も良かったのかよくしゃべってい
ました︒そして帰り際天井の一点を見つめ︑たっ
た一言﹁もう少し生きたいな﹂︒僕は振り返る
ことが出来ませんでした︒それから五日後そち
らにいったままになってしまいました︒そのう
ちそちらに伺いますのでそれまでは今しばらく
は待っていてください︒
追伸 すでに義兄さんから報告があったかと
思いますが︑姉さんにま
た一人孫が出来ました︒
今度は待望の女の子です︒
残念ながら写真で見たと
ころ姉さんには余り似て
いないようですが︑将来
なかなかの美人になりそ
うです︒︵メールで送れ
ないのが残念です︒︶
早々
ぺっぺ語でーす
Ａ﹁おめーも知ってっぺけんがこのめー秋葉
原でとんでーねー事がおきたっぺ﹂ Ｂ﹁あー︑
あらーどんなんしてん全く理解できねーっぺ﹂
Ａ﹁理解できねーこだっばそいらへんにもした
たーあっけど︑あん事件だきゃーわけわかんね
もんなー﹂ Ｂ﹁人さまん命あんとおもってん
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
だがん︒いやな渡世だなー﹂⁝って今時そんな
セリフを知っている人はすくないって！！
︵戸沢里山通信員︶

か

加茂 里山通信
６月１日 日

７分団
９分団
９分団
７分団

優勝
７分団 古宮分団長 折津・
国本・大久保
準優勝 ９分団 山田分団長 田淵・
月出
３位
８分団 子安分団長 月崎・
菅野・石塚・柳川
個人表彰
最優秀指揮者
〃 １番員
〃 ２番員
〃 ３番員
７分団は昨年に続き連覇となった ︒
そして更に上のレベルを目指す彼
らは︑昨年の雪辱を期して市原市
大会へ臨んでいった・・・

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

個人優秀賞は加茂支団がすべて受
賞しました︒
指揮者 鈴木清司︵大久保︶
１番員 兼岡正樹︵国本︶
２番員 坂本 理︵国本︶
３番員 平野英敏︵国本︶

６月に「ほたる祭り」が開かれました

夏号

６月２９日千葉市役所駐車場
これに勝てば念願の県大会へ・・
雨中の戦いとなった千葉支部大会は
千葉市との一騎打ち︒予想通り危な
げない動作で圧倒し︑優勝を飾りま
した︒そして強豪集う県大会は７月
２６日︵土︶千葉市仁戸名の県消防
学校で行われます︒さあ！もうひと
暴れだ！がんばれ第７分団！
︵大曽根里山通信員︶

小屋も活動も全て「手づくり」の香り

平成20年
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（１） 平成２０年７月２０日（日曜日）発行

今年は雨や曇りの多い典型的な梅雨ですが︑
山や田んぼはもうすっかり夏景色となり︑一度
採った蕗の後にまた蕗が伸び︑びわが熟し︑柿
の実が少しずつ大きくなってきています︒梅雨
が上がったら猛烈な蝉の合唱が始まって︑本格
的な夏の到来を告げることでしょう︒
前号から３ヶ月︒この間に﹁県立循環器病セ
ンターの拡充を要望しよう！﹂という署名簿が
鶴舞地区町会長と加茂の各地区の町会長たちの
呼びかけで各家庭を回ったことと思います︒そ
の呼びかけには具体的な通院者の嘆き︑救
急搬送への不安︑医師と患者の嘆きがつづ
られ︑循環器病センターを中核とした地域
医療・救急医療の拡充を要望しています︒
これは南総・加茂地区に限っての呼びかけ
ではなく︑長南・大多喜地区へも呼びかけ
ています︒︵三万人近くの署名簿は七月半
ば過ぎに県の病院局に提出される予定になっ
ています︒︶鶴舞にある循環器病センター
を中心に半径十五キロの円を描いてみると︑
そこには市原市以 外に木更津市︑君津市︑
茂原市︑夷隅市︑長柄町︑大多喜町までか
かります︒多くの地域にまたがり中心にあ
るこの病院が︑県立病院の中でも最も赤字
を抱えているということも報道されました︒
莫大な赤字を抱え︑医師が激減し︑患者が
減り︑さらに赤字を増す︑そしていずれは
という構図は︑何もこの地域に限った話で
はなく︑日本全国の地域医療機関におこっ
ている話です︒

目指すとしているものの譲渡先︑医師の確保の
めどは立たず︑実質的な閉院ではないかとの声
もあります︒この病院は一九五一年設立で十五
診療科︑ベッド数三九三床︒〇六年の医師数三
五人が〇七年に二二人になり︑今年十三となり︑
ついに二人になります︒〇四年度からの若手医
師を対象にした臨床研修制度が始まったことか
ら︑派遣元の大学側の要員不足が深刻化し︑派
遣した医師の引き上げが始まって医師数が減り︑
結核病棟の閉鎖︑産科の休止︑新たな外来入院
患者の受け入れの取りやめ︑救急対応の困難と
続き︑それは収入の大幅な減少につながり最後
に存続断念となった訳です︒らせん状のループ
を滑り落ちていくような負の連鎖現象は︑市原
市民病院や循環器病センターのここ数年の変化
に重ね合わせて見えてきます︒

過疎の問題にしても︑高齢化の問題
にしても︑農地の耕作放棄にしても︑
この里山に起こっている問題は全国の
里山に同時に起こっている共通の問題
です︒なかでも医療の問題は直接命に
関わるので事は重大です︒私たちや私
たちの家族に万が一のことがあり︑そ
れが仮に脳梗塞や心筋梗塞などであっ
たりした場合のことを常に考えておく
必要があります︒初めの三十分内の対
応が最も大事と言われる中で︑救急車
で一時間も搬送されては助かる命も助
からない場合があります︒︵実際にそ
ういう例があったと友人が言っていま
した︶助かっても重い後遺症が残る場
合があります︒半径十五キロというの
は車で三十分内に行ける距離です︒こ
の地域に十分な救急対応のできる総合
医療機関はぜひとも必要です︒

日本の医療は︑特に地域医療はどうしてこの
ような状況になってしまったのでしょう︒私た
ちが感じている以上に日本の医療は相当に危険
な状態にあると医療関係者は述べています︒現
場にいる医師たちは肌でそれを感じているもの
の︑国民の認識とは温度差があるといいます︒
前回でも述べましたが︑日本の場合︑国民健

康保険などの公的医療保険に加入し保険料を支
払っていれば︑窓口負担だけで︑いつでも︑ど
こでも医療機関を受診できます︒それが小さな
診療所であろうが大学病院のような総合病院で
あろうがどこでも受診できます︒これは日本が
世界に誇る皆保険制度で誰もが平等に医療を受
けられるのです︒また国際的に見ても決して高
くない医療費ですみます︒他との比較がないの
でそれで当たり前ととらえていて︑その制度の
ありがたみを私たちはこれまであまり感じてこ
なかったかもしれません︒

前回イギリスの例をあげましたが︑今回はア
メリカの例を見てみましょう︒
一九九三年に当時のビル・クリントン大統領
が日本式皆保険制度導入案を提示したものの共
和党議会の強い反対で実現しませんでした︒そ
れ以前も以後もアメリカには国民皆保険制度が
ありません︒敗れはしたものの民主党大統領候
補だったヒラリー・クリントンが政策の目玉に
していたのがこの国民皆保険制度でした︒高齢
者医療保険と低所得者医療扶助という二種類の
公的医療保険はあっても高すぎる医療費と保険
会社が大きな力を持つシステムのために政府の
予算を圧
迫してい
る状態で
す︒世界
一高いと
いわれる
医療費は
国民生活
に重くのしかかっています︒二〇〇五年の統計
では全破産件数二〇八万件のうち企業倒産は四
万件で︑残り二〇四万件は個人破産︑その原因
の半数以上があまりに高額の医療費の負担だっ
たことがわかっています︒市場原理が導入され
保険会社の力が医療機関の中枢にまで及ぶアメ
リカでは︑保険会社が企業と契約し︑就労可能
な﹁健康社員﹂を優先して加入させた結果︑国
民は健康な間は会社を通じて安い医療保険に加
入できるものの︑一度病気になり会社で働けな
くなったとたん︑高額な自己加入保険か無保険
者になるしかなくなってしまいます︒医療サー
ビスレベルは世界ランクで三七番目︑乳幼児死
亡率は四三番目というのがアメリカ医療の姿で
す︒二〇〇七年の時点で医療保険未加入者は四

七〇〇万人︑このうち子供は九〇〇万人です︒
この数字はさらに増えているといわれます︒そ
のアメリカの在日米国商工会が﹁病院における
株式会社経営参入早期実現﹂と称する市場原理
の導入を日本政府に申し入れています︒しかし︑
市場原理とは利益追求であり︑﹁弱者を切り捨
てていくシステムで︑市場原理を絶対に入れて
は行けない場所︑国が国民を守らなければなら
ない場所は確かに存在する﹂と述べているのは
全米医学生協会の会長です︒

話は戻りますが︑世界から賞賛されている日
本の国民皆保険制度がいまひび割れ崩壊しかかっ
ている状態であり︑この国民皆保険制度のすば
らしさを継続させ︑より発展させていくことが
日本の医療の正しいあり方だと︑責任ある立場
にいる医療関係者は述べています︒
現状はどうでしょうか︒医師の絶対数が足り
ない上に︑医師が偏在しています︒偏在は地方
よりは大都市へ︑そして少ない医師がさらに地
方における都市部に集中していま
す︒勤務医の多くは疲れ果ててい
ます︒身体だけでなく︑心も疲れ
きっています︒少ない医師の中か
ら辞めていくものが出てきます︒
残る医師や看護士にその負担はの
しかかり︑もっと条件のいいとこ
ろ︑負担の少ない科に移っていく
者も出てきます︒そして地方の医
療体制はさらに崩れていきます︒また﹁混合診
療﹂が解禁され︑持っているお金に応じて医療
の質が変わってくるという方向に近づきつつあ
ります︒全額自己負担することで︑より高度な
診療を受けられたり効果の高い薬を使うことが
できるという状況が生まれています︒これは先
に述べた﹁アメリカ型﹂に近づき︑﹁格差﹂を
生み︑国民皆保険制度を崩していくことになり
ます︒現場で命に関わる仕事をしている医師た
ちには︵殊に常にリスクを伴う産科︑小児科︑
外科の医師たちには︶刑事訴追の不安がよぎり
ます︒結果的にリスクの大きな手術を回避する
傾向にあり︑過酷な上に訴訟のリスクのあるそ
れらの科を専攻しようとする若き医師たちはど
んどん減っていて︑産科や小児科の閉鎖につな
がっています︒また︑近年クレーマー患者が急

増し︑医師の時間を奪い取るという状況が続い
ています︒これらの状況は医師の心をさらに疲
弊させ︑時間を奪い︑意欲をそいでいきます︒
また長期にわたる医療費の抑制は様々なところ
にひずみを生み︑日本の医療制度を徐々にくず
して︑とりかえしのつかない状況を生みつつあ
ります︒これらのことは現場の心ある医師たち
の警告的な著書やネットの検索で知ることがで
きます︒

そういう状況の中で今私たちにできることは
何でしょうか︒まずは関心を持つことだと思い
ます︒今健康な人もいずれは患者になるでしょ
うから︑直接自分に関わってくることとして︑
もっと医療に関心を持ったほうがいいと思いま
す︒関心を持てばそれまで気に留めなかった新
聞の記事︑テレビのニュース︑またドラマ︵例
えば︑今の日本の医療の現実を正面から扱った
﹃
﹄という番組が始まりました︶など
に目が行き︑状況を少しずつ把握していくこと
になります︒
﹁日本の医療制度を壊さないためにはどうし
たらいいか︒医療現場と国民の認識との
温度差が小さくなり︑両者の声がもっと
もっと大きくなれば日本の医療制度のす
ばらしさは必ず維持できます︒医師が考
えるのは当然として︑多くの国民がこの
問題を考えることが大切なことだと思う
のです︒・・・医師︑医師会︑医療制度︑
社会保障に関する議論には︑私たち医師
が時には患者であり︑患者の家族であり︑
常に地域の住民であり︑国民である視点がとも
すれば欠けていたように感じられます︒患者は︑
顧客でも被保護者でもなく︑ともに生きるパー
トナーです︒医療現場では︑医師は疾病と闘う
﹃患者チーム﹄の一員であることを再認識すべ
きです︒私たち医師のよってたつ原点が︑すべ
て国民とともにあることをこれからも大切にし
て︑魂に炎をともし続けたいと思います︒医師
であることが誇りであるという意識を︑次世代
の若き医師たちへしっかりと手渡したいと願う
からです︒﹂こう述べているのは日本医師会会
長の唐沢祥人氏です︒
過酷な現場でがんばっている心ある医師や看
護士たちのサポーターになることも私たちにで
きることの一つだと思います︒
︵征矢里山通信員︶
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が出来るそうです︒しかし︑会社の会議などで
は︑食事をしながらは無理ですよね︑そんな時
は︑チョコレートや飴などの甘いものを食べな
がら会議をすると︑良い結果が期待出来るそう
です︒ぜひ︑お試し下さい︒ そして最後に︑
色々なんだかんだ言ってしまいましたが︑マイ
ナス思考で先の時代ばかり考えていてもつまら
ないので︑私の目標は“十年後も二十年後も︑
そしてその先までも成長し続ける“と胸に誓っ
ている︑今日この頃です︒・・・体じゃないで
すよ︵笑︶
︵小茶里山通信員︶

春号でお知らせした﹃飯給駅﹄はす
でにＵＳＥＮで流されていますが︑カ
ラオケ配信がスタートしたのでリクエ
スト番号をご紹介します︒
ＵＳＥＮグループ ＵＧＡ ３５１
１︲９７︵５月１日から︶
第一興商 ＤＡＭ ２７５０︲１３
︵７月中旬から︶
この機会に覚えて︑来年の﹁第２１
回加茂地区カラオケ大会﹂で披露して
はいかがでしょうか︒
また︑今回﹃飯給駅﹄の作詞をされ
たＮＯ ＭＯＳＳさんは﹁飯給歌謡祭
︵仮称︶﹂というイベントも企画中と
いうことです︒楽しみですね︒
と︑いうことでＮＯ ＭＯＳＳさん
から﹃飯給駅﹄のＣＤをいただきまし
たので︑里山通信の読者の方１０名様
にプレゼントします︒ご希望の方は
﹁飯給駅ＣＤ希望﹂と明記のうえ︑ご
住所︑お名前︑電話番号と里山通信へ
のご意見︑ご感想を書いてハガキでご
応募ください︒
応募多数の場合は抽選となります︒
宛先は〒２９０︲００８１ 市原市
五井中央西１︲２２︲２５市原商工会
議所﹁加茂里山通信ＣＤプレゼント係﹂まで
〆切りは８月５日︵火︶の消印有効︵賞品の
発送をもって発表とさせていただきます︶
なお︑現在市内では小湊線の五井駅︑上総牛
久駅そして養老渓谷駅前の角屋商店で販売中で
す︒
︵北 里山通信員︶

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

県内の例として︑つい最近銚子市立病院が五
一億の赤字を抱えて存続を断念したというニュー
スがありました︒その理由は・千葉大や日大か
らの医師の派遣がきわめて困難・さらに医師の
退職が想定され︑現行の診療体制が維持できな
い・大幅な経営改善を行っても多額の追加支援
が必要となり︑市の財政状況では困難・今後外
科医一人︑内科医一人の診療体制では入院受け
入れや救急対応が困難で︑収入が大幅に落ち込
む・県の財政支援が年度途中では受けられない
となっています︒民間譲渡などで来春の再開を

ちょっとだけ良くする努力は必要だとは言える
のではないだろうか︒
小湊線沿線を飾った菜の花と時期を合わせた
水と彫刻の丘を中心としたギャラリーマップの
イベントはこの春だけで１万人ほどの集客があっ
たそうだがこれを企画し︑作り上げたのは地域
のボランティアの力である︒
この号で紹介している上古敷谷里山の会の活
動も元をただせば町会のボランティアであり︑
楽しみながらが主眼で決して無理はしていない︒
月崎の市民の森も地元の安由美会の活動で大き
く生まれ変わったし︑前号で紹介した市原ルネッ
サンスやこれからも里山通信で紹介していくつ
もりである各地の活動団体や個人も地域の魅力
を引き立たせる原動力になるはずである︒
里山通信を発行し始めて満５年︒最近はこう
した地域の活動が点から面へ広がりを見せてい
ることを実感している︒
あとは活動の強化とお金の循環をはかる知恵
だろう︒
各地の事例を調べてみると成功している﹁ま
ちおこし活動﹂は地域を愛するリーダーとそれ
を取り巻く楽しい仲間︑そしてＵターン︵出戻
り︶やＩターン︵よそ者︶を上手に取り込んで
いることが特徴といえる︒
団塊の世代が定年期を迎え︑体験型の農観光
や︑いわゆる﹁あこがれの田舎暮し﹂の需要が
高まっている中で︑首都圏に近い市原南部地域
の優位性がますます発揮される条件がそろって
きた︒
放棄されている農地を借りて週末農家をやり
たい人や︑空き家を借りて滞在型の田舎暮らし
をしたい人はたくさんいる︒
地域で求められるのはこうした需要にこたえ
る地元の受け入れ態勢ではないだろうか︒
相談を受けてお節介を焼いてやる地元のおじ
ちゃんやおばちゃんの力こそが求められている
と思う︒
そこから中房総の中の加茂地区の未来が始ま
ると思うのだがどうだろうか︒

w
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＊﹁中房総観光推進ネットワーク協議会﹂
市原︑いすみ︑勝浦︑鴨川︑茂原の５市と大
多喜︑御宿︑長南︑長柄の４町︒会長は市原市︒
関係する自治体が協力して多彩な観光メニュー
を提案し︑周年型観光地を目指すとしている︒
︵大曽根里山通信員︶

最近︑よく言われる事があります︒
“加茂里山通信読んでるよ！”と︑そ
して何故か︑“おもしろいよね︑下ネ
タ！”なに？なに？︑“下ネタ！？”
違う！違うんです！！勘違いです︒ちょっ
と加茂地区向けに編集しただけです︒・・・
︵笑︶しかし︑そんな勘違いでも︑多
数の方々から︑声をかけられると単純
に嬉しく︑読者の皆様には︑日々感謝
しております︒
現在︑世の中では︑原油高騰︑原材
料費の値上げ︑ＣＯ２排出による地球
温暖化︑少子高齢化︑医師不足と︑色々
なマイナス要素をもった同じ様なニュー
スばかりで︑気がつくと自分自身まで
もがマイナス志向になってしまってい
る様な気がしてしまいます︒数年前には︑“勝
ち組︑負け組”と小学生の運動会の様な競争を
していたと思えば︑今度は手を取り合って︑み
んなで“お遊戯会？”・・・あっ︑早速また私
のマイナス思考炸裂です︒
やっぱり︑下ネタオンパレード“洗濯屋○○
ちゃん！”の方がいい様な気がしませんか？ち
なみに︑私は“車屋けんちゃん！”です︒あっ︑
間違えました︵笑︶“車家健助”でした︒︵車
屋＝車家︶ここがポイント！︵けんちゃん＝健
助︶ここもポイント！！そして︵洗濯屋＝自動
車屋︶重要ポイント！！！・・・自動車屋です
よ！仕事しませんが︵笑︶
最近︑本誌でも多数の青年団やボランティア
団体の紹介をしていますが︑各団体の方々が︑
皆さん仲良く活動をされている様ですが︑運営
をしていく中で︑必ず︑
会議や話し合いの場が
あると思います︒本誌
編集員も話し合いをし
ていますが︑この間︑
ある講習会で︑“上手
な話し合いのやり方”
で︑私自身が納得した
内容がありましたので︑
ご紹介したいと思います︒普段は当たり前の様
に皆さんも︑家族や友人などと実行されている
事なのですが︑お腹が空いている時より︑お腹
いっぱいの時や食事をしながらの方が良い会話

ホンカ房総 太陽工業株式会社

Todays homes.Naturally.

検索
ホンカ

２０１０年３月には圏央道
︵仮称︶市原南インターチェン
ジの開通が予定されている︒現
在︑山口から田尾に至る区間で
は工事も急ピッチで進められて
おり︑開通をにらんで各地︑各
種団体でも準備が本格化してき
た︒
市原市ではインター予定地で
ある田尾地先の国道２９７号線
沿いに商業施設とバスターミナ
ルからなる複合施設を建設する
ことを決定︒今年度中に用地取
得︑インターのオープンまでに
は開業までこぎつけたい考えだ︒
また︑市原市の呼びかけで５
市４町からなる﹁中房総観光推
進ネットワーク協議会﹂も設立
され︑市原市以南を“中房総”
と位置付け観光拠点の整備を進
めることになる︒

圏央道の開通により首都圏か
ら市原市や外房方面への交通は
飛躍的に利便性を向上させる︒
２００１年から減少傾向にある県内の観光客
の入込数も︑広域的に観光資源のテコ入れを図
ることにより増加の可能性が出てくるだろうし︑
これをチャンスとして地域の活性化につなげた
い︒
首都圏の滞在型リゾートとしてリードしてい
た伊豆半島も最近ではピークを過ぎ︑テレビや
雑誌などの旅情報も房総半島を取り上げるもの
が増えているのは周知のことだろう︒
勝浦の﹁ビッグひな祭り﹂は期間中５０万人
を集客する観光イベントに育った︒市原市のゴ
ルフ場来客数は３３コースで昨年１５７万人を
超えている︒１コース平均で５万人に近い集客
だ︒高滝湖の釣り客は年間３万５千人を集める
まで成長してきた︒
では︑こうした状況を
地域で生かすために何か
特別なイベントや大掛か
りな施設づくりが必要か
と言えば﹁大それたこと
をすることもない﹂とい
うのが正直な感想である︒
ただし︑今あるものを

その家は
フィンランドの
幸福論から。

（２）
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