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校内放送の呼び出しがあり音楽室︵ここだけは
冷房が効いている︶に上がる︒全員曲を知って
いるのと︑まったくの初心者︵今日初めて楽器
にさわるという意味での︶ではないのだが︑き
りばやし講師からは当然厳しい指導がある︒特
に︑途中コーラス部分がなかなか決まらずこの
１６小節を延々と繰り返すが︑左手の握力が落
ちリズムをとる脚が痛くなってきても当然ＯＫ
はでない︒終り近くになると手拍子とともに
﹁ハイ︑もう一回﹂の声が飛んでくる︵鬼講師
と呼ばれる所以である︶︒時間にして確実に１
０分以上は続いただろう︒このとき皆が考えて
いたのは︵自分がこの地獄のループを終わらせ
るきっかけにはなりたくない︶であったことは
間違いない︒﹁ハイッ！じゃあ終ります︑各自
苦手なところを練習しておくように﹂との言葉
思えばこの合宿︑結構雨に降られ
でバンド練習が
ている︒２００４年の第１回目で早
終わると下に降
くも降られ︑最終日のバーベキュー
りて個人練習︑
は月出小のとなりにある鶴舞青年の
しばらくして校
家の体育館の下が会場になった︒
内放送での呼び
去年も最終日雨に降られ︑大銀杏
出し︒これを４
の木陰でのバーベキューはかなわず
回繰り返して二
校舎入り口でおこなった︒“今年こ
日目は終了した︒
そは”と意気込んだものの結局雨の
明けて三日目︑特訓の成果が如何程のもので
バーベキューだった︒しかし︑翌日台風が襲来 あったかはさて置き︑今回の合宿はバンド演奏
したことを思えば“ついていた”といえなくも の楽しさ︑音楽の素晴らしさを存分に味わえた
ない︒
三日間だった︒
︵北 里山通信員︶
６回目となる今年の合宿も︑８月２８〜３０
日という夏休み大詰めの開催にもかかわらず︑
募集開始後程なくして売切れ︒途中︑キャンセ
地域の皆さんに︑そして後世に残した
ルが出ても再募集ですぐに満員にという好評振
い﹁加茂ならでは﹂の話や出来事をお寄
り︒月出のリピーター４人を含む１５人のうち︑
せ下さい︒
最も近い人は千葉市中央区から︑遠方は奈良県︑
特におじいちゃん︑おばあちゃんの昔
京都府︑兵庫県と関西からそれぞれ一人ずつ︒
話など大歓迎です︒どんな小さな事でも
一昨年は特別講師に種ともこさん︑去年は雑
結構です︒お待ちしています︒
誌の取材で西原理恵子さんが参加したが︑今回
は特別企画なしの“素”の合宿となった︒
情報提供・取材依頼はお近くの通信員へ
さて︑今回担当者︵わたくし︶が参加するこ
メールでも受け付けます
とになったバンドの課題曲は︑懐かしのベイシ
尚︑紙面及び記事に関するご意見・お
ティローラーズ“ＳＡＴＵＲＤＡＹ ＮＩＧＨ
問い合わせは︑市原商工会議所 市原市
Ｔ”だった︒
五井中央西１ ２２ ２５
譜面をもらい︑二日目のバンド練習から参加
℡０４３６ ２２ ４３０５ 担当 北まで
した︒編成は女性Ａ︵ ． ︶︑女性Ｂ︵
．
Ｅメールアドレス
︶︑女性Ｃ︵
︶︑男性Ａ︵ ︶︑担当者
ＨＰアドレス
︵ ︶の５人だ︒バンド練習は︑発表会に登場
する４バンドが３階の音楽室で交互におこなう
が︑その間きりばやし講師は休み無しだ︒
次回新年号は 月 日発行予定です
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白鳥小の稲刈りは９月９日に行わ
れました︒当初は９月３日の予定で
したが︑夏の日照不足がたたり遅れ
てしまいました︒作業は全校生徒と保
護者を含めたボランティア１４名が加
わり︑見る見る刈り取られて行きました︒やはり
﹁収穫の喜び﹂でしょうか︑田植えの時より明ら
かにテンションが高いようです︒トラクターなど
は古宮武男さん︑もみすりは秋葉さんが引き受け
て下さりバックアップ体制は万全です︒
白鳥小は︑年間の田んぼの管理を農業大学校の
下中先生の指導により︑全て学校内で行っていま
す︒ここ数年はイノシシ対策の防護柵を職員の手
で設置したおかげで被害は全く無いそうです︒そ
んな皆の愛情で育ったお米は７畝歩の田んぼで６
俵もの収穫がありました︒
そしてお待ちかね︑精米されたお米は１１月１
４日︵土︶の﹁白鳥っ子まつり﹂でカレーライス
を作り皆で会食︒また︑余ったお米は希望する保
護者に小分け販売するそうです︒
＊白鳥小では１０月２３日︵金︶に国本の皆さん
のご協力で︑国本金蔵院の下︑岡崎さん所有の畑
で芋掘りが行われます︒
︵佐久間里山通信員︶

20

衣食足りて礼節を知る︒よき時代
になったものだと︑六十半ばをすぎ︑
つくづく思われる今日この頃・・・
今は昔のお話ですが私位の年代であっ
たらどなたでも経験なさった事で懐
かしく思われる方も多かろうと思わ
れます︒戦後食べるものも無く︑す
いとんが旨い旨いと食べる姿に母は
こんな世でなかったらと涙を流した
話を成人になった私に話してくれま
した︒かつて私が小学生の時代で︑
その頃もあまり豊かな時代ではなかっ
たが︑暮れになると親父は餅をついて︑それを
母が手早くのし餅と丸餅に︒それはこれからお
話しをする正月用なのであります︒
我が家と同家では︑あまり他にはない家例が
あるのです︒ここに紹介いたしますのは︑三が
日の朝のみ行われるしきたりで︑まず家の若衆
が朝早起きをし︑若水を汲み神棚へと︑仏壇に
上げるそこまでは一般の家庭で行われる事で︑
そのあと当家では八つ頭の小さめの子芋を三〇
個位︑醤油味した吸い物にする︒里芋は︑トコ
ブシの殻に一個ずつ盛り︑内の神棚︑仏壇とそ
して外の神様︵東の方様︑井戸の神様︑農具置
場︑物置小屋等︶に一個ずつあげるのです︒そ
れが終ると居間でのし餅を焼き︑つぶしあんを
つけ︑里芋のお吸い物に九十九里の青海苔をか
け︵外房ではハバのり︶皆で頂きながら三が日
の朝を迎えるのです︒
皆さんのご家庭では多分お雑煮が圧倒的に多
かろうと思いますがいかがなものでしょうか・・・
いつかまた時代が変わり︑こういうしきたりも
忘れ去られる事なのでしょう
か︒私は私なりにこれは懐石
の始まりではなかったかと・・・
尚︑その日の昼と夜は何を食
べても構わないのです︒
︻石神 金子美智男︼
お正月のお雑煮は各地多種多様の味・形で存
在していますが︑この石神・金子家の元旦に食
するお餅料理は﹁お雑煮﹂とは言わないそうで
す︒雑煮︵ごった煮︶ではなく︑前述したよう
に供物と懐石の趣で厳かな意味を持つ料理であ
るようです︒さあ︑皆さんのご家庭では？
︵佐久間里山通信員︶

す時刻やかつぐ人の服装︑かつぐ人は村から何人︑
警護の数まで事細かく決められていました︒
担ぎ手や警護の人は神輿ごとに紋の違う装束を
着用しそれ以外の人はどんな人でも神輿に触れる
ことはできませんでした︒
社殿での祈祷が終り午後一時に太鼓が打ち鳴ら
されると社殿から上郷の神輿から順番に出て行き︑
急な階段を降りてゆく様は実に壮観です︒
石段を降りた神輿は天狗︑武者に続いて加茂橋
をわたりお休み処まで巡行するのです︒昭和六十
三年頃までは養老川に入り禊︵みそぎ※清めの事︶
を行っていました︒ダムが完成し︑川に入る事が
できない現在は湖畔の鳥居をくぐり禊を行ってい
ます︒清められた神輿は元の道を戻り社殿に納め
られるのですがその途中で神輿の揉み合い︑つま
り喧嘩が行われるのです︒
昔は大変血気盛んで三社のグループが喧嘩によっ
て仲違いをすると自分の部落へ神輿を運び去って
しまったこともありました︒
その際は各村の名主の方が骨を折って解決した
そうです︒
神輿の喧嘩というのは何百キロの神 輿をぶつ
け合って倒すのです︒どの神輿にも指 揮者がい
て︑その指示に従って︑瞬間的な共同 行動によっ
て相手を制する事ができるのです︒
神輿が沢山の担ぎ手によって揉み合 う姿こそ︑
この行事の一番の見せ場と言えるでしょ う︒
是非みなさんもこの迫力ある神輿渡 御をご覧
になって頂きたいと思います︒

朝から晴天の９月２５日︵金︶待
ちに待った里見小の稲刈りがやって
来ました︒
例年は５年生が担当するのですが︑
今年は４年生１３名︑５年生９名︑
担任の先生に校長先生︑教頭先生︑教
務主任の先生まで参加して賑やかに行われました︒
作業の指導は例年通り田んぼの所有者である仲川
さん夫妻にお願いしました︒いつも妥協を許さな
い厳しい指導をされる仲川さんですが︑今年は子
供達が褒められるシーンが多かった様です︒刈っ
た稲をわらで縛るのもとても上手で︑皆︑合格の
お墨付きでした︒﹁特に今年の子供達は田んぼの
作業が大好きな様ですね﹂と教頭先生は話してお
られました︒
今年も仲川さんのコンバインが出動し︑作業は
１時間程で終りました︒
里見小はいつももち米で︑今年は例年に無い豊
作︒２畝歩程の面積で３０ｋｇ入りの袋で３袋と
プラスアルファの収穫がありました︒これは﹁田
植えの時期を少し遅らせたのが良かったのでは﹂
と先生方はご満悦でした︒
獲れたお米は例年通りムシロで天日干し︑そし
て１２月５日︵土︶のマラソン大会にＰＴＡの皆
さんの協力で餅つきをして会食するそうです︒も
ちろん仲川さん達も招待されるそうです︒こんな
微笑ましい
関係が長年
続いている
里見小です︒
︵佐久間里
山通信員︶

1

魚 屋 の 戯 言

さてこのお祭りの一番重要な行事はや
はり神輿渡御︵みこしとぎょ︶でしょう︒
当社の神輿は昔から﹁喧嘩神輿﹂と呼ば
れ大変荒々しいものでした︒
この神輿渡御の行事は江戸時代中期か
ら始まったものとされ︑正徳年中の書物
﹁神事の掟﹂をみると︑祭礼に神輿を出

神輿とはその字の通り神様の御分霊 を遷し奉
安する輿︵こし︶のことをいいます︒
この神輿が氏子区域を巡行することにより神様
と人とが一体となり︑人々は祭りを通じて活気を
取り戻し︑神様もこうした人々の姿を見て喜び︑
渡御する地域の各家々に御神
徳を与えて下さると信じられ
ています︒
神輿を担ぐ事は︑神と人と
の間はもちろんのこと︑人と
人との関係を結びつける働き
があります︒人と人との関係
が希薄になっている現代の世
の中だからこそ︑このような
お祭りが大切なのではないで
しょうか︒︵平田里山通信員︶

佐久間眞明

だより

さんま

さんまが美味しい季節の真っ只中になりました
この号が出るのが十月十七日︑記事を書いて
いるのが九月の末なのでもしかしてひょっとし
てややもするとさんまの季節に間に合わないか
もしれないのが少し気になります︒もしずれて
しまったら申し訳ありません︒
それを覚悟の上でさんまについて書いたのに
は理由があります︒今年はさんまが大豊漁でし
た︒しかも二百グラムを大きく上回る大型のさ
んまがたくさん水揚げされています︒
さんまが入れられている発泡スチロールの箱
に四キログラムで何尾のさんまが入っているか
数字で表示されている事は︑前回さんまについ
て書いた際に説明させて頂きました︒通常だと
二十三尾から二十五尾入りくらいの幾分やせ気
味のさんまがほとんどで︑二十
尾だと大型の部類に入り︑稀に
十八尾入りのまるまると太り脂
肪がたっぷりの超大型のさんま
も見かける事があります︒
しかし残念ながらこのクラ
スのさんまは数が少ないだ
けにどうしてもお値段が張っ
てしまいます︒なかなか魚
屋が手を出せる値段に落ち
着いてはくれません︒
ところが今年のさんまは
違います︒市場には二十尾入りが大量に並び︑
十八尾入りの箱も少なくありません︒三十年以
上魚屋をやっている私でもこんな光景は初めて
目にしました︒四キログラムで十八尾だと一尾
当たり二百二十二グラムの計算ですが︑実際に
量ってみましたら二百三十グラムを超えている
ものも数多く混ざっていました︒値段も一尾二
百円前後とこなれています︒
これだけ大きいさんまはめったにありません︒
その身は青いまでに白く輝き︑これでもかと言
うくらいにさんま独特の脂肪を蓄えています︒
立ち上がる煙に程よく燻されたさんまに大根お
ろしを添え︑酢橘を絞って口に放り込めば美味
この上なし︒日本人に生まれついた幸せをしみ
じみ感じさせてくれる一品です︒十月の半ば︑
この号が皆様のお手元に届く頃まで今の状態が
続いている事を祈るばかりです︒
︵鈴木里山通信員︶

さ と や ま つ う し ん
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

︒

も

桜の葉もすっかり落ち︑道路沿いには色とり
どりのコスモスの花が風に揺れ︑秋の訪れを感
じさせてくれています︒
インフルエンザの影響により全国でいろいろ
な行事︑イベントが中止になり︑市原市におい
ても早々と敬老会が中止に追い込まれてしまい
ました︒加茂地区においても︑地区体育祭の中
止を決定し体育指導員の皆さんは対応にご苦労
されたようでした︒主催者側としてインフルエ
ンザの拡散の防止︑あるいは︑もしかかってし
まったらという危惧のもと︑中止せざるを得な
かったことに理解はできるものの本来︑健康増
進や普段の運動不足解消の場となる屋外での体
育祭中止は本末転倒のような気がします︒いず
れにしろ︑一時小学生と中学生にインフルエン
ザにかかった子が数名いたようですが︑︵人口
密度が低いとはいえ︶加茂地区ではその後落ち
着いているようで︑学級閉鎖もなく安心してい
る次第です︒くれぐれも︑皆さん方にもご自愛
いただきたく思います︒
ではぺっぺ語でーす︒
さて︑ＦＭ市原が開局され︑パーソナリティ
の伝心柱編集長﹁原地﹂さんが︑高滝湖のボー
ト屋さん情報という勝手なコーナーを設けてく
れたおかげで私ＦＭデビューしてしまいました︒
高滝湖周辺の情報提供がメインにならなければ
いけないのに︑いつのまにやらぺっぺ語講座に
なっているようです︒たぶん少ない一部のリス
ナーからおたよりがあるとかで︑私もすくなか
らず調子に乗っているのです︒今回のぺっぺ語
は︑以下のぺっぺ語を標準語に直してください︒
正解者に抽選で加茂の新米１０ｋｇを３名様に
プレゼントします︒応募はハガキで︑宛先は巻
末の住所へ︑締切りは１０月３１日消印有効︒
ふるってご応募ください︒当選は賞品の発送を
もってかえさせて頂きます︒
問１ おっぱしる︵動詞︶
問２ せえかち︵名詞︶
問３ くっちゃめ︵名詞︶
問４ どでんがん︵形容詞︶
問５ かいのでぇ︵地名︶
︵戸沢里山通信員︶

か

秋号

の提灯の明かり
で︑夜闇に漆黒
に金ピカの神輿
が浮かび出るさ
まは実に荘厳で
した︒
本祭では神輿
と共に流鏑馬が
行われています
がこれは鎌倉時
代に五月五日に
走り馬の行事が
あり︑その時に
馬に粽︵ちまき︶
を馳走する習わ
しがありその名
残りが今の流鏑馬といわれています︒
流鏑馬は代々石神の平田家が騎手を務め︑
馬上から矢を三か所の的に向かって射っていき︑
その当り外れによって翌年の稲作状況を占うので
す︒
昭和三十五年頃までは流鏑馬が終りますと赤や
黄︑紫︑緑等の色々な花模様の装束に身を包み︑
色タスキをかけ︑馬に跨り両手の綱を離したり︑
体を捻ったりする妙技を披露しながら疾走する
﹁疾走馬︵はやうま︶﹂が行われていました︒
この行事の時︑神輿の担ぎ手等が割竹を地面に
叩きつけて音を出したり奇声をあげてますます馬
をおどし走らせます︒それが何頭も走るので騎手
も変われば着飾りも違い︑色々な妙技で
大変な盛り上がりだったそうです︒

加茂 里山通信

高瀧神社は年間を通して皇室
の繁栄︑国家の隆昌︑氏子皆様
のご多幸をお祈りする為にお祭
りをご奉仕していますがその中
で最も重要なお祭りが秋の例大
祭です︒
昭和六十二年頃までは十月の中
酉の日に決まっていた祭礼日は現
在十月中酉の日の前後の日曜日に
行われています︒︵今年は十月十
八日︶
秋に限らず当社の祭礼日が中酉の日となってい
るのは室町時代後期に悪疫が流行した時︑八月中
酉の日に祭りを行ったところ病魔が退散したとい
うので︑それ以後当社のお祭りを中酉の日とする
ようになったと伝えられています︒
昭和四十八年頃までは本祭の前日を宵祭︵よい
まち︶その翌日を上祭︵あがりまち︶と言って三
日間行われていました︒特に宵祭は社殿で神事の
後︑三社︵上郷・宮本郷・平蔵郷︶の神輿が次々
と神社から宮出しをして社殿を三回廻って宮入り
となりました︒何十人もの人達が持つ部落名入り
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三年前の夏に公開された映画﹁フラガール﹂
は数々の賞に輝き︑テレビでも放映されたので
ご覧になった方も多いと思われます︒それぞれ
の人物描写がしっかりしていて︑随所にユーモ
アがあり︑また涙あり︑見せ所あり︑映画とし
てのおもしろさの詰まった作品でした︒ことに
ラストのダンスシーンは圧巻でした︒ これは高
校生男子のシンクロナイズドスイミングを扱っ
た﹁ウォーターボーイズ﹂︑女子高生のジャズ
のビッグバンドを扱った スウィングガールズ ︑
同じく高校生の合唱を扱った﹁うた魂♪﹂や応

るという事実です︒﹁週刊ダイアモンド﹂の
﹁﹃ふるさと﹄を救え！﹂という特集号で現在
の斉藤社長は炭鉱の閉山︑そしてバブルの崩壊
という二度の危機を乗り越えた事を踏まえ︑
﹁・・・そうした危機から学び︑今があるのは︑
常にリピーターを飽きさせない工夫をしてきた
からです︒どれほどおカネをかけてすばらしい
施設を造っても︑人は三年〜五年で必ず飽き︑
集客が落ちる︒重要なのは初期投資を最小限に
抑えて追加投資をすること︒リピーターや地元
の人を大切にすることが秘訣だと思う︒﹂と述
べています︒
リピーターを飽きさせないほどのものならば
リピーターは新規のお客さんを呼んで
くるであろうし︑新規のお客さんはま
たリピーターになるでしょう︒ディズ
ニーランドがまさにこの例でしょう︒
およそ観光産業に属する仕事をしてい
る者にとって︑お客さんにまた来ても
らえるような満足感︑さらに感動を与
えること︑そしてリピーターとなって
きてくれた人たちを飽きさせない工夫
をすることとそういう人たちを大切に
することは︑もっとも心血を注がなけ
ればならない事柄でしょう︒加茂・南
総という南市原のこの地に︑多くの人
たちにリピーターとして何度も来ても
らう為に︑このことは肝に銘じておか
なければなりません︒

象にしているのかを一般に公開してもらいたい
と思います︒その上で︑寄付金が必要とあれば︑
全戸を対象にするか︑または従業員五人以上の
法人を対象にすべきではないかと考えます︒﹂
十八年間︑寄付金を提供してきた者の一人とし
て﹁どういう根拠に基づき︑誰を対象にしてい
るのか﹂︑ぜひ教えてほしいものです︒
進的な循環器病センターとしての医療を提供す
る役割を担っていく﹂というくだりです︒設立
当初にあった地域医療の中核となるというとこ
ろからは距離を置いてしまったような気がしま
す︒専門分野の充実は当然のことと思いますが︑
十五もの診療科を持つ総合病院として地域医療
の充実にももっと力点を置いてもらいたいと切
に願います︒
赤字体質の公立病院も今は経営健全化を求め
られ︑経営的に安定している民間病院に学ぶ姿
勢を見せ始めており︑改革プランにも盛り込ま
れています︒であるのなら︑まずは地元の人間
たちとの信頼関係がもっとも大事なことと考え
ます︒業種は全く異なりますが︑その点に関し
てはスパリゾートハワイアンズの社長の話と共
通する部分があると思います︒

今年は
成り物が
外 れ ︑
﹁ゆずな
んかちっ
とも成っ
てない﹂
などとい
ろいろな
人から聞
きます︒
柿も外れ
であまり成ってないという人もいます︒うちの
庭では昨年に比べるとゆずはかなり少ないので
すが柿はまあまあで︑場所によりそれぞれだな
と思います︒山側に目をやると蔓性のものが少
し色付き始めています︒柿の葉は今が鮮やかさ
のピークで︑料理の皿に一枚載せるとそれだけ
で華やかさを増して料理を引き立てます︒柿の
葉は一枚の葉に様々な色彩が含まれ︑さながら
秋の色を凝縮した感じで︑しかも一枚としてお
なじ柄のものがないので見ていて飽きません︒
その葉も次第に数を減らしていき︑雲が天高く
なり︑空気が澄み渡るような涼しく乾いた風が
湖面や里山に吹き渡ると︑これから深まる秋を
前にした︑一年でもっとも過ごしやすく心地よ
い季節の到来です︒
征矢里山通信員
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十月四日に提出された県立の七病院の決算見
込みと事業報告書では単年度赤字が十二億円あ
まりであったとあります︒しかしこれは過去十
年間でもっとも赤字額の少ないもので︑病院改
革プランを上回る改善結果です︒県立七病院の
うち四病院はすでに黒字となったものの︑残り
三病院のうち︑循環器病センターと東金病院で
はそれぞれ二億円ほど赤字額が拡大していると
報告されています︒黒字化した病院は医師を増
やしたり看護体制を強化したり特別治療のでき
るベッド数を増やしたりなどの取り組みにより︑
手術数や外来患者の数が増え収益に結びつきま
した︒赤字枠が拡大したふたつの病院について
﹁循環器病センターは内科医が五人から二人に
縮小し︑東金病院は整形外科がいなくなり外来
患者が減った﹂事を原因に挙げています︒医師
確保が緊急を要する課題であることを浮き彫り
にしています︒一人でも多くの内科医を増やす
ことが循環器病センターにとって赤字を少しで
も減らす方法の一つであると県の病院局でも認
めていることになります︒
ところで誰でも見ることのできる県の病院局
のホームページには︑今年三月三一日付けで千
葉県病院改革プラン 平成二一〜二三年度 が掲
載されています︒その中の循環器病センターに
関わる計画書の中には平成二六年度には黒字化
が達成できるよう目標を設定しています︒循環
病センターは他の病院に比べて建設単価が高く︑
財源のほとんどが企業債となっているため︑建
物の減価償却費と企業債支払利息などが多く︑
大きな負担となっているのですが︑これが二六
年度には減少するので︑この年度に黒字化でき
るように目標を設定しています︒この循環器病
センターの改革プランで気になるのは︑今後果
たすべき役割として﹁現在地域医療の提供を併
せ持っているが︑特に全県を対象とした特殊な
心疾患や脳疾患の診断と治療など︑高度かつ先

ホンカ房総 太陽工業株式会社

たような気がしますが︑それでも湖を囲む周り
中から見ることができるのですから︑総数で言
えばかなりの人出が今もあることは事実です︒
ゴミの分別の問題なども今は市の職員の人たち
がゴミの集積場所に立つようになり︑花火終了
後も分別作業に励んでくれて︑ほとんど夜の内
に作業は終了しています︒この通信の創刊当時
の六年ほど前から比べると市の職員の人たちの
活躍が光っています︒積極的な寄付を求める記
念花火の提案も創刊二号でしましたが︑これは
四年前から実施されています︒ある程度以上の
額の寄付を寄せた人や事業所には駐車場と見る
場所の提供がされるようになりました︒このよ
うに少しづつ改善されてきました︒しかしなが
ら︑これまで何度も指摘してきたことですが︑
寄付金の募集の対象者に関しては何も変わって
いないように思います︒花火大会の協賛者の一
覧表からは総数三四三の協賛者の内︑全くの個
人名が七名︑その他はすべて大から小までの事
業所と各種団体です︒︵事業所の内︑商工会議
所に所属している者は一七〇︶加茂・南総を合
わせた協賛者数は一五一です︒その加茂・南総
では零細な個人経営的な事業所がかなりを占め
ます︒以前から何度も指摘しているように︑こ
こにある協賛者はこの花火大会だけでなく︑盆
踊り大会や学校行事などにも協賛を募られます︒
﹁はだかの王様﹂の話の中の子供のように全く
素朴な疑問︒﹁どうしていつも協賛金という名
の寄付金は商売をやっている人間や事業を営ん
でいる者たちだけが対象にされるのか﹂
養老東朋会 渡邊實会長 が花火大会の反省会
用資料として提出したものの中に次のような一
文があります︒
﹁市民花火大会の寄付金は︑受付締切後に観光
協会役員が地元業者をまわることによって︑例
年同じような業者が寄付をしているというのが
実態です︒私たち東朋会のメンバーにも地元業
者として十八年間寄付金を拠出し続けてきた者
が何人もいます︒年間を通して寄付金は花火大
会以外にも地区市民祭り︑体育祭︑学校関係行
事などいろいろありますが︑ほとんどが零細の
自営業も含めた業者が対象です︒つまりいつで
も同じ者たちが寄付金の対象者にされているわ
けです︒全戸に寄付金を募るというのは聞いた
ことがありません︒市民花火大会と銘打ってい
ながら︑その寄付金を毎年一部の同じ者たちに
募っていることに何の疑問も感じないのでしょ
うか︒この際︑どういう根拠に基づき︑誰を対

ユートピア笠森

今から六年ほど前のこの里山通信の
創刊二号から何度か高滝湖市民花火大
会の事について書いてきました︒今年
の花火大会は
天候にも恵ま
れ︑夜風も気
持ちよくきれ
いに見ること
ができました ︒
以前に比べれ
ば大会会場近
くの駐車場が
かなり減り︑
それにつれて
なのか以前よ
り人の出が減っ

Tel 0436-95-5641
市原市馬立414-1

検索
ホンカ

されている人はいない
でしょう！加茂地区の
皆さんで興味のある方
は是非一度足を運んで
みてはいかがでしょう
か？社長様の他にも︑
社長様の奥様︑息子さ
ん達︑馬︑犬︑猫？が
心良く迎えてくれます
ので︑気軽に馬に会い
に行ってみてはいかがでしょうか？もしかした
ら︑何か良い出会いがあるかもしれませんよ︒
この秋に息子さんの長谷川一様はご結婚する
そうです︒おめでとうございます！！もしかし
て︑﹁白馬に乗って彼女を迎えにいったのかな？﹂
と思っているのは私だけでしょうか？かっこい
いですね！ちなみに私はカッコ良すぎて馬がひ
きたたなくなってしまい︑白馬がかわいそうな
のでやめましたが︑代わりに白い軽トラックに
乗って嫁さんを迎えに行きました︒それも４Ｗ
Ｄです！なんとツーシーター！４速マニュアル！
エアコン無し！パワステ無し！かっこいいでしょ
う！？︵笑︶体力使いましたよ！馬並みに！・・・
︵笑︶
︵小茶里山通信員︶

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。

宿泊･宴会･グランドゴルフ･テニスとゆったりとやすらぎのときを
お祝い･ご法事等の各プランも承っております
(15名様以上無料送迎いたします)
日帰り入浴もご利用出来ます
〒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.

市原市石神２２７
TEL０４３６−９６−０４８２
FAX０４３６−９６−１２９３
市原市朝生原１８１
TEL０４３６−９６−１１０８
FAX０４３６−９６−００５２

ら午前１１時３０分まで︑及び午後１時３０分
から午後５時まで︑また︑土曜日においては午
前中のみ診療︑日・祝日は︑休診です︒
所長の田中医師 常勤 ︑松本医師 非常勤 の
下で︑鶴岡看護師長ほか看護師２名︑君塚事務
長ほか事務職３名︑総勢９名のスタッフで︑地
域に根ざし気軽に受診できる診療所をめざし︑
市原市国保診療所に劣らない運営をしてまいり
ます︒
最後に︑職員は市原市国保診療所に比べて少
人数ですが︑医療の質・サービス両面で負けな
いよう少数精鋭主義でがんばっています︒そし
て︑いつでも安心して︑相談︑受診できるよう
努力いたします︒もしも入院の必要がある場合
などは︑永野病院はもとより専門病院や地元の
既存診療所との連携をスムーズに行い地域住民
の方々に満足いただけるサービスを提供できる
よう努めてまいります︒
なお︑新しい診療所は︑平成２１年７月から
平成２１年１１月までの工期で︑建設中であり
ます︒新診療所は︑高滝小学校の前に 市原市養
老１０００ ５ 移転する予定です︒比較的平坦
な土地なので車椅子をご利用の方など利用しや
すいと思われま
す︒地域の皆様
方に益々かわい
がって頂まして︑
南総・加茂地域
の安心・頼りに
なる診療所を目
指してまいりま
す︒
医療法人緑祐会
理事長
永野佑一
あっという間に１年が経ってしまい
ました︒歳を重ねるごとに一年間とい
う時間がどんどん加速されているのは
私だけでしょうか？
我がふるさと﹁養老渓谷﹂にも︑ま
たまた秋が訪れようと山の樹木がゆっ
くり準備を始めています︒カラスは稲
刈りの済んだ田んぼで空腹を満たしな
がら︑澄んだ空気の中を元気よく﹁カー
カー﹂と舞っています︒そんな中でも
私の時間が加速されていくのは﹁なぜ﹂
なんだろう？と思う今日この頃︑皆さ
んはいかがでしょうか？そんなある日︑
お取引先である﹁市原市山口五七三ノ
一 有限会社 長谷川ライディングファー
ム 代表取締役社長 長谷川一誠﹂様
から仕事のご依頼がありお伺いしたと
ころ︑息子さんが出迎えてくれて﹁小
茶さん︑加茂里山通信読んでますよ！﹂と声を
かけて下さり大変嬉しかった私がいました︒
そのひと言から︑社長様に﹁もしよろしけれ
ば次回の里山通信で紹介しませんか？﹂と私が
問い掛けたところ︑社長様も喜んで下さり︑私
にコーヒーを入れてくれて三十分程お話をして
くれました︒皆さん知ってる方が多数いらっしゃ
ると思いますが︑簡単に言うと﹁乗馬クラブ﹂
です︒しかしながら︑社長様のお話を聞いてい
ると︑単純に乗馬クラ
ブだけではないことが
わかりました︒なんと︑
過去にＪＲＡなどで競
走馬として活躍してい
た馬の子孫だったり︑
ＴＶでも放映された野
放しにされて凶暴化し
た馬だったり﹁※現在
は調教されているそう
です︒﹂その他ポニーなども飼育されているな
ど︑社長様が篤くお話して下さいました︒
そのお話の中でも私が一番印象深かったのは︑
﹁ホースセラピー﹂で馬と接しながら心を癒す︑
治療する︑というボランティアもしているとい
う事でした︒最近では色々な﹁癒し方﹂や﹁治
療法﹂があるのですが︑さすがに大都会でアロ
マやフットセラピーなどはありますが︑馬で癒
長谷川ライディングファーム

援団を扱った フレフレ少女 などの映
画のラストにある﹁共同の達成感﹂の
爽快さという点で共通している この
映画は福島県の常磐ハワイアンセンター
現在は スパリゾートハワイアンズ
ができた頃の実話に基づいた作品です︒
一九六〇年代の石炭産業の斜陽化で危
機を迎えた炭坑の町で︑常磐炭鉱は雇
用を作り出そうと三五の会社を設立︒
その中の一つ︑観光ホテルに人を呼ぶために当
時の社長が日本の片田舎に ハワイをつくろう
と考えました︒どこを掘っても湧く六〇度の源
泉は石炭を掘るには全くの邪魔者であったもの
の︑常夏の状態を作るのには好都合でした︒総
料理長とダンスの先生だけを外から呼び︑他は
すべて自前で︑ダンサーも全くの素人でした︒
後は映画の中の話になります︒
驚かされるのは八万人の生活が脅かされたと
きに雇用を創出し東京から離れた田舎に ハワイ
をつくろう とした発想と︑四〇年以上を経過し
てハワイに行くことなど何でもなくなった今も︑
ここは廃れることなく進化を続けて営業してい

加茂診療所は︑平成２１年８月１
日に医療法人社団緑祐会永野病院の
分院として開設致しました︒私ども
がこの地に開設した動機︑心情等︑
かいつまんで申し上げます︒
一つには︑政府による医局改革制
度の弊害が地方の深刻な医師不足を
招き国保市民病院も千葉大からの派
遣医師達が撤退し︑佐久間市長も大
学病院等へ医師確保に奔走しました
が確保することができず︑最終的に
私のところに相談がありました︒
全国各地で起こっている公立病院
と同様に赤字経営・医師不足を理由
とした閉鎖を回避するには民間が引
き継ぐしか道がなく︑やむなく公募
による後継者選びに手を挙げた次第
です︒
二つには︑千葉県循環器病センター
の診療科目の縮小により内科病棟が閉鎖され︑
市内の南総より南には永野病院しかベッドが無
くなったことです︒
私も︑馬立に生まれ︑育ち︑医療に携わる者
として︑地域医療に取り組む必要があると常々
考えており︑どこかで歯止めをかけないと︑大
げさな言い方をすれば﹁無医村﹂になってしま
うとの思いがありました︒
国や県︑市町村などの公的医療機関の閉鎖等
の事態に至る要因は︑いろいろな事情があろう
かと思います︒スタッフ不足︑財政難︑立地的・
利便性要件などいろいろあるわけですが︑とり
わけ医師の確保は至難のわざと言うほかありま
せん︒つい最近︑我が国も︑裁判員制度がスター
トしましたが︑日本社会は訴訟時代になり︑こ
れを避ける若い医師︑サラリーマン化した医師︑
研修医制度︑安い報酬などが︑地域での医師不
足を招き全国各地で︑地域医療の崩壊に直面し
ています︒
私たちが地域のためにどこまで貢献出来るか
分かりませんが︑全力を尽くして頑張りたいと
思います︒

加茂診療所の診療科目は︑内科と外科となっ
ています︒また︑診療受付時間は︑午前８時か

間もなく竣工の新しい加茂診療所
場所は高滝小学校のお向かいです。
坂道が無く楽々です。

（２）
（昭和６０年７月３０日第三種郵便物認可）平成21年11月1日（毎月1日発行）第390号
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