だより
ざ

れ

ご

魚 屋 の 戯 言
と

日本人は︑古来季節の移り変わりの節目を大
切にしてきました︒
中でも︑旧年から新年への移り変わりである
立春は︑最も重視されその前日の三日に福を迎
える為︑豆をまき︑邪気を祓うのです︒
当社でも︑二月三日の午後六時と七時の二回︑
氏子の皆様の厄祓いと幸福をお祈りするべく節
分祭︵豆まき行事︶を行います︒
只今この豆まきに参加して頂く年男・年女を
募集しています︒
ご自身の厄祓いに是非当社の豆まきにご参加
されてはいかがでしょうか︒

申し込みは高瀧神社︵９８︶０４７２まで
今年迎える主な
年男・年女の皆様

｣
｢

,

｣
｢

巍

大正十四年生まれ
昭和十二年生まれ
昭和二十四年生まれ
昭和三十六年生まれ
昭和四十八年生まれ
昭和六十年生まれ
平成九年生まれ

市原商工会議所
副会頭 根本

おごそ

吉沢にある鳳
来寺観音堂は昭
和６年に国の重
要文化財に指定
されました︒建
立は室町時代と
されており︑そ
の昔︑現在の観
音堂の裏山︵か
ずさカントリー
クラブに隣接し
た山︶にあった吉沢城を守護する為に建立され
た善福寺︵吉沢城の南約３００メートル︶に造
られていたものでした︒その後︑吉沢城の落城
︵豊臣秀吉の指示した攻撃とされている︶と善
福寺の衰退により︑明治１６年に現在の鳳来寺
に合併されました︒当時はそのまま善福寺の跡
地に在ったものが昭和４１年の解体修理の時に
現在の場所に移築されました︒建物は昔のまま
ですが︑此処に鎮座したのが意外に最近である
のに驚かされます︒
国の指定文化財ということで︑どんなに厳か
なるものかと訪ねてみると︑吉沢集落の車道沿
いに在り︑まるで公園のような気軽さで立ち寄
る事ができます︒こんな重要な物がフリーな形
で在っていいのかと思われますが︑この吉沢の
のどかな空気にとてもマッチしています︒そし
てとても綺麗に整備や掃除がされていて︑吉沢
の方々に優しく守られているのが良く判ります︒
今回訪れたのが１２月初めで︑観音堂の周り
は紅葉が真っ赤に色づいてまるで京都のお寺に

昨秋︑１１月２２日付けで白鳥小学校が文部
科学大臣表彰を受けました︒
それは白鳥小学校が取り組んできた﹁キャリ
ア教育﹂という子供達に社会で働く事の意味と
楽しさを学ばせながら全人的な発育を支援して
行こうとする教育活動が認められたものです︒
更にその内容には︑地域の自然や人材を活か
しながら職場訪問や職業体験なども取り入れ︑
肌で学んで来る活動も折り込まれていた事も大
きな評価になったものと思われます︒
実際︑私の店にも６年生が職場体験に来てく
れて︑教わりながら細かい仕事にチャレンジし︑
自分が考えてきた質問を私達に投げかけ︑きち
んとデータとしてメモを取っていました︒いつ
もははしゃいで買い物に来る顔とは違うその一
連の真剣な態度にはちょっと驚きました︒
更にその数日後︑
訪問 して くれ た 生
徒さ んから写 真入
で 立派 な お 礼の 手
紙 が 届き ︑ 本 当 に
感激しました︒
こ の 体 験 がき っ
と 子供 達 の 将来の
糧 にな って 行くこ
とでしょう︒
︵佐久間里山通信員︶

情報提供・取材依頼はお近くの通信員へ
いるようでした︒今年の晩秋の紅葉時期にはぜ
メールでも受け付けます
ひ皆さんも訪れてみてはいかがでしょう︒
尚︑紙面及び記事に関するご意見・お
︻資料提供 相川孝夫氏︼︵佐久間里山通信員︶
問い合わせは︑市原商工会議所 市原市
五井中央西１ ２２ ２５
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国本一心会の皆さん
わけえも んにゃあまだ 負けねえよ

中に入ってその感はさらに深まり︑その建物を建
てた人たちの心意気とセンスに感心しました︒そ
れは加茂地区にもまだ残っている昔ながらの農家
を少し大きくして︑細部を現代的なものを取り入
れて造った建物で︑中は空洞で天井まで吹き抜け
ており︑それがまた高く気持ちのいいものでした︒
軒先も長く出て︑その下の空間も広く活用でき︑
もちろんそこにも産直の大根や白菜が並んでいま
したが︑改めて機能の高さにも感心しました︒こ
の辺でも農家の軒先は広く︑よく干し柿などをつ
るしてあったものです︒雨が降ってもぬれない場
所があるというのは何かと便利で︑いろいろに活
用できます︒そしてかやぶきの屋根は断熱効果が
高く︑夏涼しく︑冬暖かいと理想的なものです︒
もし︑土地が空いていて建て売りのような形で
家を建てるとしたら︑小さくていいので昔の農家
スタイル︵もちろん屋根の茅葺きは無理なのでそ
こは工夫して︶にして︑そこにモダンな感覚を取
り入れたものにしてはどうでしょうか︒加茂地区
の工務店や大工さんがそれぞれ独自の工夫を施し
て農家スタイルの家を建てて売ったら︑定年退職
を迎えた団塊世代の人たちに大いにアピールする
のではないかと思います︒定年後を田舎で過ごそ
うと考えるような人たちにとって︑〇〇ハウスと
か〇〇住宅といった今の住宅よりもそういう建物
のほうがはるかに魅力的ではないでしょうか︒そ
してそういう建物が少しずつ増えると︑加茂地区
にはそういう建物があるというだけで魅力ある地
域となるかもしれません︒︵征矢里山通信員︶

＊長い間連載を続けてきました﹁加茂八景﹂も
℡０４３６ ２２ ４３０５ 担当 北まで
今回で最終回です︒企画の提案や資料の提供を
Ｅメールアドレスは
していただいた石神の相川孝夫様には大変感謝
をしております︒ありがとうございました︒
ＨＰアドレス
読者の皆様も自分なりの加茂の名景を見つけ
に足を運んで見て下さい︒そして語り継いで行
きましょう︒
次回春号は４月 日発行予定です

(

市原商工会議所加茂支部
支部長 征矢 吉之助
役員一同

えました︒妙にべたべたするし︑匂いも違う︒分
析を依頼したらなんと原油だったからさあ大変︒
我が家の裏庭で油田が発見されてしまったのです︒
その後の調査で埋蔵量はほぼ無尽蔵︑噴出量は世
界の年間消費量の十％を超える事が判明しました︒
里山通信員に相談したところ︑﹁こんなもん︑
個人で持っててもしょうがない︒国に寄付しちゃ
おう﹂ってな事になったんです︒
ガソリンや灯油など
は全国民に無料で配っ
ても国内だけでは使い
きれず︑各国に輸出し
て莫大なオイルマネー
で潤った政府によって
消費税はもちろん︑所
得税・住民税・事業税
などの税金は全て廃止
され︑医療や教育にか
かる個人負担も免除さ
れた国民は大喜び︒仕事から引退された高齢者の
皆さんには充分な年金が振り込まれています︒当
然各企業も飛躍的に売り上げを伸ばし︑社員の生
活も株価も上がり続ける理想的な社会が実現しま
した︒
次回総選挙では本人たちに全くその気はなかっ
たものの︑多くの国民から推挙されて﹁加茂里山
通信党﹂を結成︒現政権に圧倒的大差で勝利して
日本は未来永劫輝く事になりましたとさ︒
これは私の勝手な妄想ですが歳入が限られてい
る以上︑出る方を上手に工夫してくれれば妄想に
少しだけ近づくような気がする正月早々の魚屋で
した︒
︵たけしくん︶

昨年︑笠間と益子に
行ったときに︑岩間イ
ンターから笠間に向か
う途中で気になる建物
がありました︒どうに
も気になるので帰りに
寄ってみたら︑ＪＡの
産直の店でした︒しか
し︑気になったのはそ
の建物で︑新しい造り
なのに何とも懐かしく︑

正式名称は﹁こっもど一心会﹂と
いいます︒国本町会の６０代から７
０代のメンバーが主力で最高齢は８
４歳︒地域の環境美化を﹁自分達で
出来ることは自分たちでやろう﹂と
いう心意気で活動しています︒
これまで通学路に水仙を植えたり︑
休耕田を借りて菖蒲園にしたりとい
う活動を続けてきました︒氏神様で
ある浅間神社や町会会館の清掃も活
動の一環としています︒
また小湊鉄道の沿線に菜の花を咲
かせる活動にも最初から参加してお
り︑大久保駅と養老渓谷駅を受け持っ
ています︒春の黄色いじゅうたんを
皆さんに見てもらえるのもこの活動
の楽しみの一つです︒
昨年は県道沿線の整備として長年
放置されて荒れていた藪をきれいに
しました︒延べ１００人以上の参加
を得て︑きれいになった道路脇の姿
は活動の大きな成果と思っています︒
特に堅苦しい規約もあえて作らず︑
活動もメンバーの発案で決めるとい
う感じで﹁楽しく︑気楽に参加﹂が
会のスタイルです︒誰かが︑地域に
とって﹁こうしたらいいんじゃない？﹂
と提案して﹁ヨッシャ︑それやろう﹂
という感じでしょうか︒
活動の後で会員の心づくしの手料
理を味わいながら談笑す
るのも大きな楽しみで︑
その会話の中から次の活
動のアイディアが出てき
ます︒
拠点である産直の売り
場はここしばらく休止し
ていますが︑そろそろ再
開という話も出ています
ので︑まだまだやること
は湧いてきそうです︒
︵大曽根里山通信員︶
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ぶり

鰤が美味しい季節になりました︒
一年を通して美味しい魚ですが︑やはり冬の
寒鰤に尽きるでしょう︒古くは主に関西方面で
盛んに食べられていたこの魚も輸送手段の発達
と共に今では関東でもすっかりおなじみになり
ました︒千葉の市場に仕入れ
に行っても鰤をみない日は殆
どありません︒
戦国の武将が戦功を立てて
出世する程に名前を変えたの
に倣ったのでしょうか︑鰤も
成長するに従ってその名前が
変わっていく事をご存知の方
も多いでしょう︒体長二〇セ
ンチ前後のワカシから始まっ
てイナダ↓ワラサ↓ハマチ↓ブリとなっていま
すが地方によって少しづつ違う事もあるようで ︑
大きいものは体長百五十センチ︑目方は十五キ
ロくらいまで成長します︒特にハマチは本来は
ブリになる一歩手前の魚を指していたものを︑
現在では養殖の鰤の事をこう呼ぶ事が多くなっ
ています︒
養殖の魚に抵抗をお持ちの方
は多いと思います︒確かに十年
程前まではとってつけたような
脂肪分の匂いが風味を損ねる場
合もありましたが現在では養殖環境が劇的に変
化し︑餌も改良されているので身の締まりも天
然魚にかなり近づいてきました︒
鰤に近い魚にはヒラマサやカンパチなどがあ
り︑英語圏ではどれもイエローテール︵黄色い
尾︶と呼んでこれらの魚を個別に区別していま
せん︒このあたりに日本人の魚に対する愛着と
拘りが垣間見える気がします︒
料理法は刺身を始めとして照り焼き・塩焼き・
煮魚・ぶり大根等々どれを取っても捨て難いも
のばかり︒薄切りにした鰤を鍋に張った昆布だ
しにさっとくぐらせておろしポン酢で食べる鰤
しゃぶもこれまた絶品︒
値段も大きめの切り身でも四〇〇円前後とそ
れほど高い魚でない事もあって︑当店でも非常
に人気のある魚です︒もともとが美味しい魚︑
それぞれのご家庭で独自の料理法を研究するの
も楽しいものだと思います︒真冬の食卓にとも
鰤の一品をどうぞ︒
︵鈴木里山通信員︶

さ と や ま つ う し ん

＊財政破綻した夕張市の市立病院立て
直しに取り組んでいる村上医師の紹介
資料をもとにしたフィクションです︒
現在︑村上医師の理想と行動力に惹か
れて情熱を燃やす多くのスタッフが次々
に集まっているそうです︒
︵ぞうさん︶

読者の皆様︑明けましておめでとう
ございます︒今年も加茂里山通信をこ
れまで以上に充実させていきたいと考
えております︒
さてさて︑めでたく無事に三が日も
終わった今日一月四日の早朝の事︑我
が家の裏庭で昨年の暮れにうっかり置き忘れたタ
コを発見しました︒
こんな所にタコを置き忘れるなんていよいよ私
も歳かとがっかりしつつ手に取ろうとしたらいき
なり大量の墨を吐き出したんです︒
ところがこの液体がどうも墨ではないように見

佐久間眞明

穏やかな三が日がすぎ︑箱根駅伝の感激に浸
るまもなく今年一年がスタートしました︒
昨年の秋口からの景気の低迷︑政局の混乱は先
行きが見えず不安な思いを抱きつつのスタート
となってしまいました︒だからといって個々に
何かをするすべも無く︑近くの神社の初詣で幸
せが来る様にと︑ただ ただ祈るばかりです︒と
はいえ︑今年もこうして里山新聞に投稿できる
事に少しばかりの幸せを感じています︒
さて︑昨年の一年間を表す漢字は﹁変﹂とい
う文字でしたが今年は一体なんという漢字にな
るのでしょうか︒ぜひとも﹁幸﹂とか﹁福﹂と
かそんな文字になってほしいと願っています︒
が︑経済状況の好転にはかなりの期間がかか
りそうな今︑貧しさを覚悟する必要があるのか
もしれない︒戦後の経済成長によってもたらせ
た今の裕福さは︑われわれの人としての成熟度
がそれに追いついていないのではないのか？昨
今の全く理解のできない凶悪な事件はそんなこ
とも一因になっているのかもしれない︒エコロ
ジーが叫ばれ︑求められている今︑ 富 よりも
幸 をかんじられる生活を貧しさの中に見出す
事が出きるのではないのかとおもうのだが︒し
かし何といっても健康である事が一番！皆さん
と共に今年一年元気で過ごせることを願ってい
ます︒寒さの折ご自愛ください︒

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

ぺっぺ語
Ａ﹁新年会もおわってけっきょくござっぱた
きはいつものメンバーだな﹂
Ｂ﹁しょーがねっぺ︒これもひとつのみつな
るコミニュケーション﹂
Ｃ﹁そんなかっこいいもじゃねっぺ︒たんな
るのんべのあつまりみてーなもんだ︒﹂
Ｂ﹁あんが︑いいアイデアちゃ︑ていげいこ
んなところからでんじゃね﹂
Ａ﹁まーそんなところでよしとして︑くーも
んもねーなってきたし︑そろそろおわりにすっ
べよ﹂
Ｂ﹁じゃーあっだけやって︑そーすんべ﹂っ
て︑新しい一升瓶の封を開ける︑のんベいな３
人組の新年会が終わったのは１時間と３０分後
だったのでした︒
︵戸沢里山通信員︶

か

加茂 里山通信
新年号

穏やかなお天気でお正月を迎えた平成２１年で 気を治すための医療﹂の枠を超えて︑﹁高齢者が
すが︑はてさて加茂の﹁どでんがん﹂達はどんな より快適に暮らす﹂ための地域環境作りである︒
老人保健施設でのリハビリに加えて︑自宅に戻っ
初夢を見たのでしょうか？
た後の支援である訪問診療や訪問看護︑通所リハ
ビリなどのメニューを充実させて︑地域住民の暮
らしを包括的に支える仕組み作りを進めなければ
ならない︒それには医師や医療スタッフを支える
地域の総合的な﹁地域力﹂が不可欠で
ある︒医師と地域住民が医療を﹁限り
ある資源﹂なのだという認識を共有し
ながら︑総合病院や福祉・介護と密接
に連携をはかって地域医療の理想郷を
つくろうとしている︒
在宅福祉の充実に向けて︑医療と福
祉のプロ集団が診療所の建物を飛び出
して︑地域のなかに入っていくのはそ
う遠いことではない︒

平成２×年︒民間出資に衣替えした加茂の診療
所に一人の医師が着任した︒細身で年も若
く︑頼りなく見えるが 崩壊しつつある地
域医療の立て直しに情熱を持つ熱血漢であ
る︒医師の持論は﹁医療は地域活性化の一
環﹂というものだが 過疎・少子高齢化が
進む加茂では大きな予算投入は期待できな
い︒しかし﹁知恵﹂を絞り﹁行動﹂で汗を
かけば地域は良くなっていくはず⁝︒
医師が動き始めた︒
﹁地域医療は診療所の中にいてはできない﹂
と考え︑スポンサー病院の本院で長期入院
している患者でさえ可能な限り地域に帰し︑
その代わり訪問診療を充実させる︒往診は
もとより︑町会長や地域の顔役にもお願い
して︑積極的に地域へ出て健康懇話会をは
じめる︒あらゆる機会を通じて直接︑地域
住民に語りかけるつもりなのだ︒
今までは受け身で︑サービスは充分受け
られて当然と考えてきた住民の意識を変え
ることで﹁再生﹂のきっかけがつかめるは
ずと考えているからだ︒
地域医療が崩壊したのは﹁病気でもない
のに高齢者を病院に入れっぱなしにする社
会的入院と安易な救急利用﹂だと医師は思っ
ている︒
地域医療再生の処方箋は﹁なんでも病院
頼り﹂の住民意識︑自分の健康を医師に丸
投げしようとする
発想を変えること
から始めなければ
ならない︒と医師
は言う︒
描く理想は﹁病
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に悪化していると考えられます︒
現在の医療の崩壊の発端は一九八三年に厚生
省の役人の唱えた 医療費亡国論 にあると言わ
れています︒︵日本では︑医療費の高騰の原因
として高齢化や医師数の増加があげられますが︑
実際にはこれらは大きな要因ではない︑という
のが世界の常識となっているとのことです︒︶
医師の増加による医療費増が日本における経済
発展にマイナスとされ医学部の定員の削減に踏
みきりました︒現場に供給される医師が減り一
人当たりの負担は増えていきました︒さらに二
〇〇四年に始まった新臨床研修制度がそれまで
の医局制度を壊して医師不足を決定づけ︑小泉
政権の医療制度改革が火に油を注いだ形になっ
たといわれます︒患者の個人負担を増やし︑診
療報酬の引き下げを続けて医療費を抑制してき
た結果が︑他の要因とも絡み合って今日のよう
な状況を作り上げたのでしょう︒
国家が背負った借金は八〇〇兆円︒毎分二〇
〇〇万円の利息を払い続けなければならないの
が今の日本です︒そのために支出をできるだけ
減らし︑税収入を増やすというのが単純にして
明快な説明でしょうが︑どこを減らしてどこを
上げるのかということが問題です︒

｢

｣
現状の医療体制の中で今できることが一つあ
ります︒事前に市内の医療機関の状況を把握し
ておいて救急の患者が発生したときに速やかに
対応することです︒市に消防局と連携した 救急
救命情報センター のような部門を設け︑各医療
機関のコミュニケーションの円滑化を図り︑市
内の医療機関の空きベッド数︑当直の医師数︑
手術等の状況︑受け入れ可能なのかどうか︑そ
ういう様々な情報をオンラインで一元的に管理
し︑市内の全病院を一つの医療機関と考えて︑
救急の患者が発生したときに最短時間で適切な
病院に搬送することができるような指示を出せ
る体制を作ることです︒議会の方にもそういう
動きがあることを聞きましたが︑できるだけ速
やかにそういう体制を作ってもらいたいと思い
ます︒患者が発生してから搬送先を探すのが今
までであったなら︑発生することを前提として
準備をしておく︒それならば今すぐにでもでき
ることだと思います︒医師の数を増やし︑医療
費にもっと税金を回し︑崩壊しかけている病院
を再建していくにはまだまだ時間がかかります︒
前にも述べたように一度壊れかけたシステムを
回復させるには相当なエネルギーが必要です︒
それでも︑必要である限りその方向に向けた努
力も必要です︒

｢

その昔︑国保市民病院が加茂病院といってい
た頃︑必要なところには訪問診療をしていまし
た︒あれは理想的ではなかったかと今にして思
います︒今も訪問診療をしている病院がありま
す︒その一つは長野県の佐久総合病院で︑創立
当初から今に至るまで六〇年あまり続いていま
す︒佐久総合病院以南の南佐久郡は過疎化が進
んでいるものの︑すべての村診療所に常勤の医
師を派遣し︑外来のほかに訪問診療も行ってい
ます︒鉄道の小海線の駅舎内にも病院付属の診
療所があります︒ 地方の過疎化が進む中︑医療
施設の充実は︑定住促進の大きな要因 と関係者
も述べています︒しかしこのどこよりも充実し
た訪問診療を行う佐久病院には国からの支援は
なく︑また若い研修医たちの質の変化などもあ
り︑岐路に立たされているといいます︒
しかし︑この在り方は一つのプランを提供して

｣

﹁事件は現場で起こっている﹂というのは 踊
る大捜査線 の中の有名な台詞ですが︑医療の問
題も現場で起こっています︒病気やけがで病院
に行く必要のあるのは個人で︑国家ではないの
です︒その個人が行くことのできる病院がだん
だん減り︑一刻を争う緊急時に遠くまで運ばれ
なければならないというのが︑ここ加茂地区の
私たち一人一人の置かれた現実です︒ここがま
さしく現場なのです︒
税金をもっと医療費に向け︑地域医療に目を
配り︑医師や看護師をもっと増やし︑医師の負
担を減らして余裕を持って患者を診ることがで
きるようにするという理想に近づけるために︑
私たちは何をしてどこを動かせばいいのか︑そ
のことを一人一人が本気で考えなければ︑今現
場で起こっている医療の様々な問題は好転の兆
しさえ見えてこないのではないかと思います︒
戦後日本を支えてがんばってきた老人たちが︑
今になって頼るべき医療に不安を抱えながら生
きていかなければならないというのは何ともや
るせない状況です︒

｢
｣

加茂里山通信では︑今年も読者の皆様へ感謝
の意を込めまして宝船プレゼントを実施いたし
ます︒今回も松・竹・梅の各﹁大当
たり賞﹂３名とその他﹁お年玉賞﹂
７名に加え︑商工会議所加茂奉仕部
からの協賛で１組﹁ん万円﹂相当の
﹁超目玉賞・福袋﹂が３名︑計１３
名様に当ります︒皆さん振るってご
応募下さい︒そしていろいろなご意
見︑ご要望をお聞かせ下さい︒お待
ちしています︒ご希望の方は︑住所・
氏名・電話番号と里山通信へのご意
見︑ご感想を添えて﹁宝船希望﹂と
明記してハガキでご応募下さい︒
宛先は 〒２９０ ００８１ 市原
市五井中央西１ ２２ ２５市原商工
会議所﹁加茂里山通信宝船プレゼン
ト係﹂まで
〆切は２月６日︵金︶消印有効
当選の方には直接連絡いたします︒
賞品の引渡し式は２月１５日︵日︶
午前１０時︑月崎の商工会議所加茂
支部にて行います︒取りに来られな
い方は無効になりますのでご了承下
さい︒

てみて下さい︒こんな山の中でも正社員として
確実に雇ってくれている企業がありますよね︒
そして広大とは言えませんが︑都会にはない豊
かな大地︑そうです！そうです！感謝！感謝！
じゃありませんか？︒
それでは最後に︑加茂地区青少年の皆さんに
暗いお話しばかりしてしまいましたので︑ちょっ
と“心に善い話”で終わりにしたいと思います︒
“石の上”のお話しですが︑実はこの言葉が頭
に浮かんだのは︑私の親友が自営業︵社員四十
名程︶の会社社長をしています︒私が遊びに行っ
たところ︑こんな不況の時代の中︑優れて景気
の良い会社事情でもないのに︑その新入社員に
向かって︑“三年間は︑死んでも辞めさせない
からな︑金も払う！早く仕事を覚えろ！でも︑
三年経ったら︑お前が決めて好きにしていいか
ら！？”と笑って言ってました︒青少年の皆さ
ん理解いただけましたか？厳しい社長ですが︑
優しい社長でした︒加茂中学校のＫ島先生！こ
の社長︑先生の後輩のＲ君ですが︑わかりまし
たか？ヒント︑ちょっとチビ︒︵笑︶
︵小茶里山通信員︶

｢

“あけましておめでとうございます︒
本年もよろしくお願いします︒”ん〜？
ありふれたあいさつだなァ〜︒しかし
ながら︑“あけおめ︑ことよろ”？？？
三十八歳の私が言うと︑ん〜寒い！青
少年の皆さんすいません！ＴＶ︑ラジ
オでは︑“世界不況”“派遣切り”︑
ウルトラマン キックの様な“リーマン・
ショック”ありとあらゆる不景気話ば
かりで︑新年を迎えて加茂地区の皆さ
んはどうお過ごしでしょうか？誰がこ
んな法律を決めたか︑“派遣社員”今
となったら最悪な事ですよね︒しかし
ながら思い起こせば︑ひと昔前には流
行語を使うかの様に︑“仕事は何やっ
てるんですか？”と問いただすと︑い
かにも︑流行の最先端を走っているかの様に︑
“派遣社員です︒”と答えていた時代がありま
したね？！なんか“すごい社員”みたいでした
よね︒遣隋使や遣唐使みたいで︒“派遣の品格”
なんて言う本まで出版されてしまってベストセ
ラー？︒こんな法律を決めたのも？？？ですが︑
そこに乗せられてしまった私たちも？？？です
ね︒偉い人たちから観たら︑もともと“派遣”
じゃなく︑“派犬”感覚だったのでは？︒
景気対策は︑○×総理では何だか無理っぽく
ないですか？青少年の皆さん︑昔の人はこんな
事も言っていたんです︒“石の上にも三年”と・・・
一度くらいは聞いた事があるのではないでしょ
うか？そうです！つらい事や苦しい事があって
も︑三年間はその事に従事して耐え努力すれば︑
その先には必ず明るい未来が少しずつでも見え
てくるはずです・・・と︒しかしながら︑現在
の世の中や社会で表現すると︑“三年も我慢し
たのは石のほう”・・・状態です︒こんな不況
の現在︑両者ともつらく苦しいのがわかっても
らえると思いますが︑皆さんはどちら側ですか？
一生懸命会社に従事して耐え努力をしたのに︑
三年たったら︑“ハイ︑終了です”・・・か？︒
又は︑企業側で︑“三年間︑雇い終わってよかっ
た”・・・ですか？︒昔の人は︑善い事を言っ
ていたのですが︑この時代に守り続けるとＴＶ
ニュースで言っている様に︑お先真っ暗になっ
てしまうのです︒あっ！偉そうな事を言ってす
みません︒でも皆さん！この加茂地区を振り返っ

｣

︻校舎︼
校舎は現在の加茂中学校を改修して対応する
ことになっている︒教室棟︵３階建︶の１階部
分を図書室等の特別教室︑２階部分を小学生用
の普通教室として再配置し︑３階部分を中学生
用の普通教室として使用︒これに合わせて外壁︑
階段︑トイレ︑教室内︑廊下等の改修が予定さ
れている︒
︻遠距離通学者への対応︼
通学距離が小学生４㎞︑中学生
６㎞以上を送迎対象者とし︑現在
の加茂中のバスに加え︑大型︵５
５人︶小型︵２５人︶をそれぞれ
１台ずつ増車して子供たちの送迎
に充てる︒
取り組み方針案︵たたき台︶は
現在のＰＴＡ関係者や町会長を中
心に説明されることになっている
が １月上旬から２月上旬の短い
期間に︑いかに地元住民の意見や
不安点を示せるかが大事になって
くる︒ここでの意見聴取が３月の
基本計画に生かされ︑２４年に開
校を予定される﹁新しいスタイル
の学校﹂の骨格となるからだ︒
﹁おらが村の学校﹂として伝統
もあり︑地域とのつながりも深い
各小学校の良いところをどのよう
に生かしていくのか︒
小学１年から中学３年までの幅
広い子供たちに︑いじめや事故が
無いように指導するのは当然とし
て︑他県での一貫校の成功例のよ
うな素晴らしい人間関係を構築す
るための教育内容や施設整備はど
うなるのか︒
通学バスが走ることによって小湊鉄道との共
存はどうなるのか︒
この際︑平三小も一緒になれば︒等々︑地域
の宝である子供たちのことだけに地域の大人た
ちが真剣に取り組む姿勢が求められているはず
である︒
﹁米百俵﹂の話を持ち出すまでもなく︑何が
子供たちにとって大切なのか︑子供たちの教育
環境を決めるのは大人の責任だと改めて認識し
ていただき︑子供中心の議論を望みたい︒
︵大曽根里山通信員︶

いるように思います︒たとえば駐車場を確保で
きる駅にもうひとつ診療所を設置して︑初期診
療を行い︑必要とあらば総合病院に紹介すると
いうようなシステムができれば︑加茂地区の人
にとっては大いに助かるのではないか︑その駅
に食品を扱う店や歯医者や薬局や郵便局が一緒
にあったら本当に便利だろうし︑鉄道を利用し
て他からもやってくる人も増えるのではないか︑
春は桜と菜の花の名所なので︑全国に紹介され
るモデルになるのではないか︑と勝手なことを
考えてしまいます︒いつかそうあってほしいと
思います︒
正月に庭の梅を見ていたらもう一輪二輪花を
咲かせている木がありました︒いつも早く咲く
梅の木なのですが︑今年が最も早く咲いた年と
なりました︒でも本格的な寒さはこれからでしょ
うし︑大雪が降るという予測もあります︒厳し
い寒さの後にあたたかい春はやってきます︒そ
の寒さがあってこそ︑桜は見事に咲き誇ること
ができ︑それを愛でる私た
ちも生命の息吹きを強く感
じるのでしょう︒
︵征矢里山通信員︶

﹁介護の事が良く解らない﹂
﹁誰に聞いたらいいの？﹂
高齢化が進む加茂地区には切実な
問題なのかもしれません︒
今回︑里山通信をご愛読いただい
ている皆さんからの特別相談をお受
けします︒
介護の入り口で戸惑っている方は
気楽に連絡してみて下さい︒
相談はケアマネージャーの有資格
者がお受けします︒
＊無料相談ですのでアドバイス程度
となります︒

Tel 0436-95-5641

http://www.utopia-kasamori.com

www.honka-bouso.com

いろいろな視点から考えてみました︒また地域
でその問題に一生懸命取り組んでいる人たちの
ことも紹介してきました︒︵もちろん取り組み
は続いており︑鶴舞地区町会の中に 鶴舞活性化
ネットワーク病院部 が設置され︑十二月十三日
には 地域医療を守る住民集会 が開かれました︒
昨年の秋︑というよりも初冬のこの界隈の紅 主眼とするところは地域医療部門の拡充と救急
葉は例年よりも遅くなり︑しかも期間の短いも 部門の復活にあり︑もっとも身近な住民の要望
のでした︒家の山側の紅葉も鮮やかな色になっ を満たすことにあります︒活動の目的はあくま
たと思ったらすぐに葉を落とし始め︑雨や風な でも事態を動かし好転させることにあるので︑
どもあって一気に冬景色へと転じてしまいまし 要望書の提出もこういう集会もその過程に過ぎ
た︒十一月のはじめに木曽路を旅する機会があ ないと︑濱屋部長は言っています︒︶
ところで︑わかりやすい数字で見てみましょ
りました︒木曽路はすべて山の中であり︑谷間
う︒四七都道府県の中で千葉県は︑人
に川と街道が並行していくようなところ
口一〇万人あたりの医師数で下から三
なので︑両側を見事な紅葉が駆け上がっ
番目︑病床数で同じく下から三番目︑
ていました︒それが延々と続くので︑車
一五才未満人口一〇万人あたりの小児
を運転していても本当に気持ちよく︑リ
科医数で下から八番目︑一五〜四九才
ラックスさせてくれました︒紅葉狩りは
女子人口一〇万人あたりの産科︑産婦
いにしえの人の楽しみであったのでしょ
人科医数で下から六番目となっていま
うが︑極彩色の木々や︑その木々が集まっ
す︒︵二〇〇六年度︶救急医療の体制
て作る山の景色はいつの時代にあっても
においては︑病院等への収容所要時間
人の気持ちを和ませてくれるものなのだ
︵時間の短さにおいて︶で下から四番
と思います︒以前︑十月の半ば過ぎに尾
目︵二〇〇七年度︶︑六五才以上一〇
瀬に行き︑その年の十一月の後半に大福
万人あたりの介護保険施設定員数︵多
山から梅が瀬へと下っていったことがあっ
いほうから︶では下から三番目︵二〇
て︑改めて大福山 の紅葉の見事さを見直
〇六年度︶です︒ちなみに県内総生産
すということがありました︒その年の夏
においては上から六番目︑工業生産に
の暑さ︑秋の深まり具合︑朝晩の寒暖差︑
おいて七番目︑農業生産においては三
そういういろいろな条件のそろった年の
番目︵二〇〇六年度︶に位置していま
紅葉のピーク時の見事さは見る者の心を
す︒
奪います︒自分たちの身近な養老渓谷に
そして︑二〇〇六年度未処理欠損金
もそういうところがあります︒しかし︑
額で多額の累積赤字を抱える自治体病
温暖化の影響のためか︑以前より鮮やか
院のワースト八番目に鶴舞の循環器病
さ具合を示すコントラストの強さが多少
センターがランクされており︑その額
弱まった気がするのが残念です︒今年も
また十一月後半の連休と十二月初めの週末は車 は一三〇億円にのぼります︒
が動かないほどのお客さんがやってきました︒
これが桜の咲く四月から新緑の五月にかけて︑
そして夏にも︑冬にも多くの人がやってくるよ
うな︑人を引きつける要素があったら︑あるい
こうして見てくると 千葉県の医療体制という
はそういう工夫がされたら︑養老渓谷の観光産 のは全国レベルでもかなり低い位置にあること
業にも大いにプラスになるだろうなと思います︒ がわかります︒これはまた平均の数字なので︑
医療の都市部への集中を考えると︑農山村部の
数字はさらに低いものになります︒高い生産力
を持った県でありながら医療体制は低いままな
のです︒そして市立銚子病院の閉鎖や市原市民
昨年︑一年間にわたって加茂︑南総という自 病院の診療所への縮小︑循環器病センターの内
分たちのもっとも身近なところの医療の問題を 科の縮小など︑状況は二〇〇六年度よりもさら

月出小学校の廃校をきっ
かけに加茂地区内の各小学
校の少子化を心配して始まっ
た﹁小中一貫校﹂への取り
組みも︑いよいよ現実のも
のとして市教育委員会から
取り組み方針案︵たたき台︶
が示された︒
案では開校を２４年
度４月予定としており︑
小学１年から中学３年
までの９年間の連続性
を生かした特色ある一
貫教育の内容︑校舎︑
遠距離通学者への対応
など︑具体的に踏み込
んだものとなっている︒
１月９日に議会への
説明を経て︑１月上旬
から２月上旬を学校関
係者と地元への説明と
意見の聴取をする期間
とし︑３月上旬には意
見の調整と反映を行い︑
３月下旬までには基本
計画を取りまとめたい
考えだ︒
平成１８年から町会長︑ＰＴＡ関係者等
で組織された﹁小中一貫校を目指す会﹂の
活動も昨年には各小学校区域単位での説明
と意見交換会の機会を設けており︑地域で
の理解も進んだことと思われるが︑いよい
よ行政からの説明を経て︑具体化へのスター
トとなる︒
方針案︵たたき台︶の概要は以下の通り︒
︻教育・指導の特色化︼
６・３制を維持しつつ︑前期︵小学１〜４年︶
中期︵小学５年〜中学１年︶後期︵中学２〜３
年︶の区分を設け︑成長過程に合わせた指導を
行う︒
具体的には 小学１年からの英語教育の導入
や中期からの一部教科担任制をはじめ︑小中乗
り入れ授業や習熟度別指導など︑基礎基本の習
熟からこれを生かした論理的思考の育成︑進路
決定に向けた学力の育成まで︑連続性を生かし
た子供たちの学習能力向上を図ることと︑コミュ
ニケーション能力の育成に主眼が置かれている︒
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Todays homes.Naturally.

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。
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