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魚 屋 の 戯 言
と

“♪カラ〜ン︑♪カラ〜ン︑ご結婚お
めでとうございます︒”先月︑私の一
つ後輩で幼なじみの友達Ｔ君︵以下Ｔ
君︶が︑めでたくゴールインしました︒
私も三十八歳になり︑最近では結婚式
に出席する機会もめっきり少なくなり
ました︒
このＴ君とは︑幼少の頃から小学校・
中学校と一緒で︑高校は隣りの
高校でしたが︑社会人になって︑
地元町会の行事や消防団活動な
どで︑なんやかんや三十年位の
付き合いです︒現在では五井海
岸沿いの会社で働いていて︑数年前に
八幡宿駅の近くにマンションを購入し︑
この加茂地区を離れて暮らしています︒
そんなＴ君が︑二月のある日突然︑
我が社にオイル交換に来店し︑私のと
ころにやってくるなり“健ちゃん！↓︵私︑小
茶健助・・・以下︑健ちゃん︶俺︑結婚するん
だけど︑結婚式来てね︒”と︑私も自分の事で
もないのにうれしくなってしまいました︒そし
て隣りにいた妻までが興奮して︑あーだこーだ
と二人の馴れ初めをＴ君と話始めました︒私も
その話を秘かに聞いていると・・・妻が“ねー
ねー︑Ｔ君︑なんてプロポーズしたの？”と聞
くと︑Ｔ君が“え〜っ結婚しよう！だよ”んん
ん
なんて普通なんでしょうと思った私は“つ
まらないプロポーズだなァ〜”と返すと︑Ｔ君
が“じゃ︑健ちゃんは何てプロポーズしたのよ？”
と返答してきました︒そこで私は︑強気に“俺
の場合は︑かみさんからプロポーズされたから
ね！”と言い返すと︑隣りにいた妻が“ふざけ
んな！私は赤ちゃんができたとしか言ってない
から！・・・︵怒︶”んんんっ・・・昔の事は
やはり “記憶にございません︒”と回答する
べきでした︒
そして︑そんなくだらない話の中で︑Ｔ君が︑
相手のＹ子さん︵以下Ｙ子さん︶のお母さんか
ら結婚を反対されてた話を始めました︒その理
由を聞いてみれば︑Ｔ君もＹ子さんもお父さん
は他界されており︑Ｙ子さんはお母さんと妹と
の三人家族でした︒やはりお母さんとしては長
女を嫁がせるのではなく︑出来れば“お婿さん”っ
て感じなのでしょう︒Ｔ君が結婚をしたいと挨
拶に伺っても︑まったく対応してくれず︑逆に

出かけて行ってしまう程だったそうです︒何ヶ
加茂のカラオケ大会には珍しく大型ストーブ
月も会ってくれず︑Ｔ君とＹ子さんは悩み︑最
が威力を発揮する肌寒い一日となった３月８日︑
後はＹ子さんが︑“もういい！お母さんが話を
今年は特別審査員として作詞家の“たかたかし
聞いてくれないならば︑勝手にするから！”と
さん”と歌手の“森進伍さん”を招き︑参加者
当社は皇室の弥栄︑国家の隆昌︑氏子皆様の
Ｔ君に言ってきたそうです︒さあ︑皆さんなら
２２名によりおこなわれた︒ギャラリー
どうしますか？なんとＴ君は︑まずＹ子さんに ご多幸をお祈りすべく一年を通し様々なお祭り
も︑おそらく過去最高であろう１３４人
こう言ったそうです︒“お母さんが会ってくれ ︵祭祀︶を執り行っております︒
が高滝リンクスのクラブハウスに集まっ
そんなお祭りの一つである春季例祭は別名
て︑いっしょに祝福してくれなければ︑二人が
た︒審査結果発表前の森進伍さんのショー
いっしょになってもなんの意味もない︒もしこ ﹁花嫁まつり﹂と呼ばれていてその前の年に氏
では“おふくろさん”のフルヴァージョ
の先︑赤ちゃんが出来ても会えないし︑会わせ 子区域に嫁がれたお嫁さんが花嫁衣裳に身をつ
ンを含む森進一のヒット曲を楽しんだ︒
られないし︑お母さんが︑もし病気や事故 つみ︑仲人さんにつれられて神社にお参りする
最後に︑たかたかしさんから歌がうまく
などで困っていても会えないのは︑Ｙ子が ものです︒
なる秘訣が伝授されましたのでお教えし
現在は様々な諸事情から氏子区域から出てい
辛いから・・・”と︑そしてこの事をお母
ましょう︒それは﹁練習すること﹂との
さん宛に手紙を書いたそうです︒“自分は かれた方にもご参加していただく事もあり︑仲
ことでした︒
いいんです︒でもＹ子がこの先︑お母さん 人さんではなく旦那様と共にお参りいたします︒
上位入賞者は次の方々です︒︵敬称略︶
起源については詳しく伝わってはいませんが
に頼りたい時や︑お母さんがＹ子に会いたい時
優 勝 金村 満義
に︑意地を張り合って会えないのは自分も嫌で 戦前から始まったものとされ︑一番賑やかだっ
﹁コスモス日和﹂
す︒・・・と︑この手紙を読んだＹ子さんのお た時は戦後間もない頃といわれています︒
準優勝 米満 慶子
母さんは︑その後すぐに会ってくれたそうです︒ 現在と違い︑昔は氏子の仲間になる事はとて
﹁矢切の渡し﹂
んんん・・・私は︑この幼なじみのＴ君には も重要な事と考えられ嫁がれたお嫁さんは必ず
第３位 後藤 實
いつも勉強をさせられます︒そうです！心の勉 氏神様に氏子の一員になった事を報告するので
﹁津軽風まくら﹂
強です！この三十年間付き合っていますが︑い す︒そのような信仰からこの﹁花嫁まつり﹂が
たかたかし特別賞 林 正司
つも自分の事よりも︑まず第一に人の事を考え 始まったとも考えられています︒
﹁路地の雨﹂
さて︑当日は綺麗な花嫁さんと共に装束に身
られる事︑当たり前の様ですがなかなかできま
森進伍賞 金杉 和男
を包まれた可愛らしい稚児達の行列も行います︒
せん︒Ｔ君！Ｙ子さん！末永く︑お幸せに！
﹁おまえにありがとう﹂
神道では︑神が稚児の姿を借りて出現すると
︵小茶里山通信員︶
いう信仰があり︑それに基づき童子達が神の依
代︵よりしろ︶として神事に関する奉仕を行う
のです︒古くは伊勢の神宮をはじめ︑加茂・鹿
嶋・香取などの神社において物忌︵ものいみ︶
と称する童男・童女が神事のみ奉仕する役目を
果たしていました︒現在でも伊勢の神宮では御
遷宮に関わる諸祭において童男・童女が奉仕し
ています︒
まぁ本来の稚児行列の意味は難しいのですが︑
簡単に言いますと一生懸命に奉仕する愛くるし
︵北 里山通信員︶
新春恒例︑里山通信愛読者限定の宝船プレ い稚児の姿に神様の御心も和むのではないでしょ
情報提供・取材依頼はお近くの通信員へ
うか︒それ故に当社で
ゼント贈呈式が︑２月１５日月崎の加茂支部で
メールでも受け付けます
も︑花嫁さんに花を添
おこなわれました︒今年の応募は過去最高の６
尚︑紙面及び記事に関するご意見・お
える為稚児行列を行っ
１通︒ゆる〜い抽選会のイメージが少し変わっ
問い合わせは︑市原商工会議所 市原市
ています︒
てきたかも知れません︒抽選会は２月１０日︑
五井中央西１ ２２ ２５
これからの神社の行
いつもの集会場で高滝神社の神官により厳正に
℡０４３６ ２２ ４３０５ 担当 北まで
事ですが六月三十日に
実施しました︒会議所の会報に折り込んでいる
Ｅメールアドレス︵アドレス変りました︶
半年間の罪︑穢れを祓
からか︑加茂地区以外の方の応募も目立ちまし
う﹁大祓い﹂が行われ
た︒賞品の豪華さは自他共に認めるところ︒賞
ＨＰアドレス
品を満載にしたビジネスバイクが立ち去るのを
ますのでこちらにも是
皆で見送り︑今年の贈呈式は無事終了したので
非ご参加下さい︒
した︒
︵北 里山通信員︶
︵平田里山通信員︶
次回夏号は７月 日発行予定です
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とても明るくて元気な子供達です︒
早く学校に慣れて楽しく毎日を過
ごしてほしいと想います︒
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さ よ り

さ と や ま
佐久間眞明

さより

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

針魚が美味しい季節になりました
針魚とも細魚とも表されるさよりは春に旬を
迎える日本全国で獲れる美味しい魚で︑語源は
海面から１ｍ以内のごく浅いところに群をなす
ために沢寄りと言われたところから来てるそう
です︒淡白な白身魚で独特の
香りが身上の針魚は鮮度が命︒
もちろんどんな魚でも鮮度が
大切なのは当然ながら︑針魚
は特にそれが重要視されます︒
魚体は文字通り細身であり︑
銀色に輝くその姿は大変に美
しく海の貴婦人と呼ばれるく
らいなのに捌いてみるとお腹の中は真っ黒け︒
調理する際はこの黒い部分をしっかり取らない
といけません︒苦味の素となる
だけでなく︑せっかくのきれい
な魚が台無しになってしまいま
す︒調理法は大きいものなら刺
身︑塩焼き︑小ぶりなものは天
ぷら︑酢の物がお勧め︒腕のいい板前さんにか
かるとそれはそれは上品で見事なお椀にして出
してくれる場合があります︒しかし残念ながら
お椀は日本料理の華とも呼ばれるそうでなかな
か素人には難しいようです︒なんとか家でも作
れないものかと試してみても魚の生臭さが前面
に出てしまって上手くできませんでした︒選ぶ
際のポイントはクチバシとお腹です︒クチバシ
の下の部分がきれいな鮮紅色でお腹がピンと張っ
ていればまず鮮度に問題はありません︒大きさ
は最低でも２０ｃｍ︑できれば２５ｃｍ以上で︑
塩焼きにするには更に大きい４０ｃｍのものが
適しています︒ 鮮度のいい半透明の針魚の刺
身は脂肪が少なく︑実にさっぱりとした針魚の
旨さと比較できる魚は多くないでしょう︒北原
白秋は作品の中で針魚をこんな風に表現してい
ます︒
サヨリは薄い サヨリは細い
銀の魚サヨリ きらりと光れ
サヨリの家は ま水か塩か
銀の魚サヨリ お姉さまに似てる
春の訪れを告げてくれるかのように︑３月〜
５月頃が最もおいしくなる季節︒少々お値段は
張るものの︑見かけたら是非召し上がってみて
下さい︒
︵鈴木里山通信員︶

か

今年は野菜や果物も賞品に
加わりました

すと︑それは時折暴れる養老川が運んでくれた肥
つ う し ん
沃な土砂が堆積した賀茂神社︵高滝神社︶前の通
新しい学校生活をスタートした１年生達も︑４
称﹁川原﹂の田圃にしかおいしい菜は育たなかっ 年生になれば﹁加茂小学校﹂として同じ教室で机
たことに由来しているようです︒現在は︑そうし を並べることになると想うと感慨深い気持ちになっ
た場所は湖底に沈んでしまいましたので﹁加茂菜 て来ます︒さあ︑皆が集るとどんな素敵なクラス
の栽培は︑肥沃な土づくりが大切な条件になりま
が出来るのでしょうか︒楽しみです︒
す︒種蒔きは︑昔から﹁高滝神社の秋祭りが終わっ
たらすぐに蒔け﹂と伝えられてきました︒この時
７名
災﹂と言われるようになりました︒高血圧や糖尿 期より遅くなると茎が太く大きくならずすぐ花を
病のような﹁生活習慣病﹂と言われるものは 病 咲かせてしまいます︒
この茎は︑細く︑筋っぽくて漬けてもおいしく
気とうまく折り合いをつけながら︑掛かりつけ医
ありません︒種の蒔く時期を違えず︑肥沃な土壌
と寄り添うような治療が必要となります︒
一方︑脳卒中や心筋梗塞のような一刻を争う緊 で育った加茂菜の茎はかなり太いものでも指で簡
急医療もあります︒こちらは大規模で高度な医療 単に折れます︒こうした︑太く柔らかい茎が加茂
機関が必要です︒医療を受ける側もこうしたこと 菜のおいしい漬け物になるのです︒蒔く時期をず
を理解して医療機関を使い分けるような工夫が必 らすことが出来できない加茂菜は︑当然収穫時期
は限定されてきます︒ですから︑加茂菜漬けは︑
要ではないでしょうか︒
一病息災の方ならば︑掛かり付け医に普段の健 ２月の中旬から下旬のほんの一時で行われます︒
茎を漬け物として食べるのですから漬ける方法
康を管理してもらいながら︑検査や入院が必要に
も変わっています︒一握りの茎を輪ゴムで束ね︑
なったら設備が整った病院を紹介してもらう︒
リハビリが必要ならば介護老人保健施設をうま 二束を同時に洗濯板のような板の上で軽く転がし
く利用して元気に人生を楽しめるように治療をし ます︒そして︑ぬめりが出てきたら漬け込みます︒
転がすことである程度繊維を壊し︑しかもシャキ
てもらう︒
元気いっぱいの男の子４人
今回の診療所民営化が医療と介護を組み合わせ シャキ感を残す漬け方は︑ちょっとした﹁こつ﹂
としっかり者の女の子３人
た理想的な地域医療の再構築につながる第一歩に が必要です︒ 講習会は︑笑顔一杯の楽しい時間
です︒楽しい学校生活が送
れるようにしたいですね︒
でした︒参加者の多くの方は︑こんなに手のかか
なることを大いに期待したい︒
︵大曽根里山通信員︶ る漬け物だったのかとびっくりしたようです︒
五井から参加してくれたある主婦からは︑﹁家
族でおいしく戴きました︑子供達から︑お母さん
４名
もやるじゃん！と言われ鼻が高くなりました︒﹂
と嬉しい便りも寄せて戴きました︒ 今年は︑ど
２月２２日︵日︶の９時から市原市民の森で喜 うなるか見当がつきませんでしたので参加者限定
動房倶楽部︵本郷︶︑安由美会︵月崎︶︑一九会 の講習会になりましたが︑来年はもっと多くの人
︵高滝︶共催の加茂菜漬けの講習会が開かれまし が参加できるように早くから準備を進めたいとス
た︒
タ ッ フ一 同
今まで︑加茂菜漬けの時期には︑知人同士の口
考えて い ま
コミで﹁なかよし協同漬け物会﹂は行われてきま
す ︒ま た ︑
したが︑本格的な講習会は初めての試みでしたの
こ の取り 組
で３０名程度の範囲に限定して開催しました︒
み が ﹁ふ る
加茂菜漬けは︑根や葉を落とし茎を漬けるのが
さと の素 晴
特徴です︒固い茎をいかに柔らかく︑しかもしゃ
らし い味 ﹂
きしゃきとした歯ごたえを残して漬けるかが秘訣
を 残すこ と
です︒
につなが る
加茂菜は︑藪在住の郷土歴史研究家の塚原茂氏
ことを願 っ
元気な男の子４人です︒
の調べによりますと昔︑高滝神社の登り口にあっ
ています︒
仲 良 く 遊 んでしっかり勉
た坂本旅館の主人が︑泊まり客からもらった﹁菜
︵奈良輪里
強したいと思います︒
の種﹂が始まりなのだそうです︒この菜がなぜ
山通信員︶
﹁加茂菜﹂と呼ばれるようになったのかと言いま

春号

特別審査員の「たかたかしさ
ん」（後列左から４人目）と
歌手の「森進伍さん」
（後列左から２人目）
前列中央が優勝の金村さん

︵佐久間里山通信員︶

早 く 友 達 と 仲 良 く なって︑学 校 生
活 の中 で沢 山 のこと を 学 んで大 き
く成長していってほしいと思います︒
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加茂 里山通信
市原市では国保診療所に代わる
医療機関の公募を行い︑その結果︑
１件の法人のみから応募があり︑
医療機関選考委員会での審査を経
て︑左記法人を当該医療機関と決
定しました︒これを受けて︑市議
会では３月議会において国保診療
所の廃止条例を可決し︑民間診療
所へ移行する手続きを進めること
となりました︒
市原市では﹁今後︑当該医療機
関と市原市は︑地域に根ざし︑気
軽に受診でき︑市民から信頼され
る診療所となるよう︑平成２１年
８月の開設に向けて協議を行ってま
いります﹂と公式に発表しました︒
市原市国保診療所に代わる医療機関
◆名称 医療法人社団 緑祐会
◆代表者 理事長 永野 佑一
◆所在地 千葉県市原市馬立８０２
番地２
◆主な運営施設 永野病院︵内科・
循環器科・呼吸器科・消化器科︶︑
介護老人保健施設 梅香苑︵ばい
かえん︶他
早速︑伊豆倉︑大曽根︑両市議会
議員で永野理事長のお話を聞きに行っ
てきました︒永野理事長は﹁地域の
病院として医療と介護の連携による
地域医療支援システムの構築を目指
している﹂とした上で︑
今の市南部地域が抱え
る高齢化に対応する医
療に取り組み︑﹁訪問
診療も含め︑地域の期
待に応えていきたい﹂
との意向を示していま
す︒
﹁無病息災﹂と言わ
れた時代から﹁一病息
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感じられたと述べています︒五人の中で最も早
く回答を寄せた候補者は︑ただ一人︑忙しいの
で答えられないとして公開質問状の内容には一
切自らの考えを表明しませんでした︒そしてそ
の一人が千葉県知事となりました︒

﹃どんな地域に住みたいか﹄

トで自分の商品の売れ行きがわかるようになり︑
ＪＡがやってくれるというところから︑商売が
自分のこととなり︑考える習慣もできた﹂と︑
この﹁葉っぱビジネス﹂を考案した横石さんは
言います︒この﹁葉っぱビジネス﹂昨年度の売
り上げはなんと二億六〇〇〇万円です︒しかし
この町が注目されるのは︑ビジネスとしての成
功例としてだけではなく︑﹁ＩＱ運動﹂と称し
て︑一休さんのように地域の問題を自ら考え︑
知恵を絞って解決策を生み出そうという手法も
あるからです︒町内を五地区に分け︑自分たち
に何ができるのかを運動会のように楽しく競い
合わせ︑﹁町から言われるのではなく︑自分た
ちで考えて計画し︑自分たちの欲求で行動すれ
ば苦痛にならない﹂という自治の原点ともいえ
る意識を持った人々を育ててきたことです︒さ
らにゴミを限りなくゼロに近づけようと町でゴ
ミステーションを一か所に絞り︑三四もの分別
をしています︒ＮＰＯ法人を設立して二〇二〇
年にはゼロを達成しようと活動しているそうで
す︒コロンブスの卵のたとえのように︑言われ
てみれば誰にでもできそうなことをビジネスと
してとらえ︑過疎と山間部それに住民の大半が
高齢者という条件を逆手にとり︑成功させて軌
道に乗せた関係者の方々はすごいなと思います︒
町長は﹁何よりも︑住民の間に参加意識と自信
が出てきたことが大きい︒地域づくりは住民が
基本で︑行政はバックアップするしかないので
す︒まず自分のために 次が家族のため︑その次
が会社のためで︑最後が地域のためというので
は︑間違いなく地域は衰退します︒自分はどん
な地域に住みたいのか︑そのために何をしなく
てはいけないのかを︑住民自身が考えていく︒
それが地方分権の始まりですし︑国の補助金で
全国どこでも同じ事をやっていては地域の未来
はありません︒﹂と述べています︒同じように
過疎化と高齢化の進むこの地域および日本中に
ある同じような条件の町や村の地域にとって心
に痛い言葉です︒
加茂地区はこの上勝町に比べればまだ都心に
も近く︑働き場所の工業地帯も控えており︑買
い物も車で少し行けば大きなスーパーもあると
いったように条件もよく︑だからなおさらのこ
とぬるま湯につかっているような状態ではない
でしょうか︒しかしここから先は﹁自分たちは
どんな地域に住みたいのか﹂ということを真剣
に考え︑そして行動していかなければならない
でしょう︒
征矢里山通信員
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地域のご意見をよく聞いて計画を進める

)
地域全体からみて加茂中の位置が妥当。早期開校を望む

(
給食を供にするような部屋が必要
計画施設で部活等に対処できるのか
長狭学園は4年生まで新校舎。加茂はできないのか。
低学年と中学では登下校時間に差があるが
加茂中の出入り口はカーブで危険
他市にモデルとして見られるのに改修ではダメ
子供のためには新築校舎ではないか
低学年を南側校舎に入れられないか
小学校だけの統合でも良いのでは？
統合自体に反対する

収容できる校舎がある。改修で対処したい。
加茂の特色を取り入れたカリキュラムを組む
新校舎でなければ一貫校ができないとは思えない
5〜6億円と予想する
敷地の問題もあり、改修で対処したい。
不具合はないと考える
低学年の遊び場を検討。
昼休みに小中が触れ合うのも教育効果
放課後の部活時は低学年は下校時間
触れ合いルームを検討
大型校は700人。統合しても300人程度。対処できる。
長狭は余裕がないから。加茂は1フロア空いている。
バスの運行でカバーしたい
バスロータリーも作るので安全考え設計したい
見せる為のものではなく教育のための施設と考えている
呉、京都、品川などは既存校舎で一貫校としている。
検討してみる
加茂中もすでに小規模化。教員配置に支障が出ている。
子供の教育を考えれば一貫校と考える
低学年校舎新設。体育館、プールも新設を望む
新スタイルの教育とは？
異学年教育達成には新校舎が必要
校舎改修予算の概要は
5億もあれば新校舎ができるのでは？
階段が小学用では中学生に不具合はないのか
グランド、体育館が小中合同だと危険

当会の名前についてはあまり意味
はありませんが︑設立に急を要し平
成１９年に立ち上げたため一九会に
しました︒しかしながら使っている
うちに一九会の名がしっくりしてく
るのですから不思議です︒
きっかけは本郷の運動広場の件か
ら振興センターの話が進む中︑加茂
地区の活性化のために皆で何か出来
ないか考えている最中にブルーベリー
農園の話が持ち上がり︑会員は加茂
地区在住の１０名で構成されていま
す︒平均年齢は６０歳を超えていま
すが気持ちは２０歳のつわ者たちの
会です︒発足に当たっては高滝地区
の平田氏と奈良輪氏の尽力と元木養
鶏の元木氏の協力により畑が確保で
き︑共同営農グループとして立ち上
げ︑活動資金は会員が平等に出し合
い次の理念と目的を掲げ船出しまし
た︒
＊理念：地域農業の発展と地域活性
化を目指し︑若い人の農業離れと人
口減少が進む中︑共同体として複数
の力を有効︑且つ効率よく活用する
ことにより数十倍の力を発揮させる
事が可能となり︑一人一人が平等の
権利と責任を持ち︑皆で考え︑皆で
働き︑皆で喜び︑皆で分かち合い地
域農業の一助になること︒
＊目的：本会は南市原の活性化のため農業分野
の視点から考え︑山林や遊休農地の有効活用を
図り︑地域外住民へのつなぎ役として共同営農
による農産物の生産と加工︑販売︑観光農園を
考え︑地元名産物の調査研究につとめ個人のさ
らなる発展と持続可能な社会が続くこと︒
現在は県と市から専門家の指導のもと約２０
０本のブルーベリー畑を作り︑来春には収穫が
出来る予定です︒さらに平田氏の土地を借り野
菜︑山菜︑花などを植え付け里山の農業に挑戦
しており皆で楽しみながら勉強しています︒将
来は活動収支がとれる法人化を目標に月２日間
程度の活動をしています︒︵会長 北見則弘︶

http://www.utopia-kasamori.com
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送迎の車で脇の市道が渋滞。増えると予想される
新学校のスタッフは？

ホームページ

www.honka-bouso.com

(

バスと小湊利用では費用負担に差が出るが？

ユートピア笠森

)

通学バスが4㎞と6㎞だが運用を再考してほしい。

Tel 0436-95-5641
市原市馬立414-1

この地域は小中一貫校が設置されることから
もわかるとおり︑下の世代に行くにしたがって
世代の人口は減っています︒年とともに世代が
徐々に交代していき︑結果として人口はどんど
ん減っていきます︒市原市の人口は増えている
のにこの地域に関しては確実に減っていきます︒
そして医療の縮小化と少子化はここから出て行
く人を増やしそうです︒市原市の中の加茂地区
ということがフットワークを鈍くしているよう
にも思えます︒これがもし加茂村のような自治
能力を持つ単位であったなら︑もっと早く︑もっ
とこまめに地域に即した試みをできるのではな
いかと思えます︒切実な問題に自分たちがもっ
と本気になって取り組まざるを得ない状況に立
たされていることでしょう︒
徳島県の上勝町は人口数二〇〇〇人︑面積の
八五％が山林で平地が少なく︑人口の半分は六
五才以上という︑今や日本中のどこにでもある
超高齢化の小さな町です︒その町が創意工夫を
こらした事業を打ち出し︑地域活性化に努める
自治体を顕彰してきた 毎日 地方自治大賞 の最
優秀賞を今から一二年前に受賞しました︒その
後のことについて毎日新聞の三月八日付けの特
集記事がありました︒ここは今や年間で人口の
倍以上の視察団が他の自治体や海外から訪れる
町となっています︒︵実はこの上勝町は十年く
らい前に 現代農業 という雑誌で紹介されてい
て興味を引かれていました︒︶なぜここが注目
されているかと言えば︑この超高齢化社会の小
さな町が︑まずビジネスとして成功しているか
らです︒和食の料理に添えられるモミジやマツ
やナンテンの葉や︑梅の花など季節感を演出す
る﹁つまもの﹂を﹁彩﹂という商品名をつけて
売り出して︑様々な工夫を重ね﹁上勝ブランド﹂
として浸透させていき売り上げを伸ばしている
からです︒町の周囲にはこれらの素材はいくら
でもあり︑高齢者でも重労働にはならないため
に誰にでもできるものです︒今ではハウス栽培
も珍しくなく︑年収一〇〇〇万を超える農家も
あると言います︒〇七年には全町に光ファイバー
を引き︑高齢者もパソコンのマウスを操作して︑
市場の情報を手に入れているそうです︒﹁ネッ

確かに低学年は部活動の始まる時間には下校し
ているはずであり︑さらにグランドや体育館の
使い方で安全確保をしなくてはならないだろう︒
プールや体育館の中学生仕様の問題であるが
やはり私見と断っておくが︑スクールバスがあ
るので既存の小学校施設を利用することができ
ないだろうかと考える︒
月出も入れれば地区内には５つのプールと体
育館があるわけで︑体育の時間割の調整でそれ
も可能性の一つとして考えてみたらどうだろう︒
部活動も小学５年生くらいから中学生と一緒
に取り組むと︑かなりレベルの高い能力が身に
つくのではないだろうか︒
指導には体力差に十分注意を払うことが前提
となるが︑５年生くらいから始めた子供が最上
級生になった時は︑スポーツでも文化的なこと
でも︑きっと市内のトップレベルになることが
期待できるはずである︒
更に進めて考えれば︑運動広場が完成︵２３
年予定︶した時に千種地区が取り組んでいるよ
うな︑クラブ型のスポーツ組織運営につながれ
ば︑老若男女すべての人がスポーツに親しめる
ようになり︑運動広場を中心に複数の体育館と
グランド︑プールまでが揃った画期的な環境と
なると思うのは思い込みが過ぎるだろう
か︒
確かに学校が新しいスタイルに変わる
という取り組みだけに不安な要素が多く
あるのは間違いない︒しかし︑現在の５
０代以上の方たちは小中が同じ敷地︑あ
るいは隣接した小中学校で教育を受けて
きた経験者である︒
さらに全国の小中一貫校の評価はどれ
も良いものであり︑横浜市では全ての学
校に導入したいとさえ言われている︒
加茂地区では少子化に伴う緊急避難的
な要素が強いが︑見方を変えれば加茂だ
からこそ成し得ることだとも言えるので
はないだろうか︒学校と地域の結びつき
が良好なだけに︑きっと素晴らしい学校
づくりができるはずである︒
市教委としても生活環境に不快な迷惑
施設を作りたいと言っているわけではな
く︑子供たちの﹁教育﹂を考えて提案を
しているわけで︑﹁対立﹂ではなく﹁協
調﹂を望む姿勢は十分うかがわれる︒子
供を中心とした前向きな議論の進展に期
待したい︒
︵大曽根里山通信員︶

ホンカ房総 太陽工業株式会社

委ねられることになりました︒加茂病院から続
いてきたものがついに廃止となり︑入院診療の
可能性はまったくなくなってしまいました︒事
﹃さくら﹄
葉も何もない状態から花が咲き始め 山桜は別 業提案書では︐当初は内科と外科の診療︑訪問
にして ︑やがて木全体が花に覆い尽くされる︒ 診療を行い︑その後に二四時間体制の診療所と
桜の花の見事さは︑花の命の短さと散り際の鮮 なり︑永野病院︑介護保険施設などを連携させ
烈さで日本人の感性に強く働きかけてきます︒ た地域支援診療所を目指すというものです︒以
咲き始めてから満開になるまでこれほど長くか 前の病院の時から比べれば規模の縮小はいかん
かった年も珍しいのですが︑その分ゆっくりと ともしがたいものですが︑訪問診療が始まると
楽しむことができます︒家から近いところに桜 いうことは歓迎すべき事で︑民間の活力に期待
の木があちこちに配置された様な小山があるの したいところです︒もう一つの地域医療の要の
ですが︑よく見ると古い木ばかりではなく︑若 千葉県循環器病センター 鶴舞病院 では︑今年
木と思えるものもあり︑結構繁殖力もあり生命 度から内科の常勤医がいなくなります︒整形外
力も強いことがうかがえます︒又そこは山桜が 科は二〇年度から休診︑眼科は二二年度から〇
人となります︒同センターは救急医療廃
多く︑誰がどう見ても人工的に植えていっ
止・地域医療縮小へと確実に向かってい
たものでないことは歴然としており︑時
ます︒こうした状況の中で行われた県知
間さえ許せばいつまでも見ていたい気に
事選でしたが︑鶴舞活性化ネットワーク
させられます︒人工的に作られた桜並木
病院部では二月に各候補者に公開質問状
も高滝湖の周りにはいっぱいあって︑満
を出し︑千葉県の医療行政並びに千葉県
開時の見事さは確かにすばらしいのです
循環器病センターの問題についてどう考
が︑私は自然に溶け込んだ中に屹然とあ
えるのかを尋ねました︒その公開質問状
る山桜の方が好きで︑花見をするなら山
の中にこんな文章があります︒ 千葉県に
桜の咲く山全体を見ながら︑おいしい吟
おいても平成一九年度末の県立病院の赤
醸の生酒でもをゆっくりと飲みたいなと
字は︐九億五四〇〇万となっています︒
思うのですが︑いかんせんそんな暇もな
この数字だけ見れば︑公立病院改革の必
いので今だ夢のま まです︒
要性も理解できます︒しかしながら︑公
ところで私たちの周りに咲く桜をよく
立病院は経営だけから考えてよいのでしょ
見てみると︑吉野桜と言われるソメイヨ
うか︒千葉県循環器病センター 鶴舞病院
シノ以外にもいろいろな種類があること
は千葉県の中央部に位置し︑過疎 山間地
がわかります︒ホームセンターで売って
にあります︒当然のことながら︑一般医
いる桜にもいろいろなものがあります︒
療における採算性は低いと思われます︒
一般的に知られているのは彼岸桜︑河津
しかしながら︑ここに暮らす県民にとっ
桜︑枝垂れ桜︑牡丹桜などでしょうが︑
ては︑高度医療だけでなく地域医療とし
ちょっと調べてみたら日本には固有種・
交配種を含めなんと六〇〇種以上存在するそう ても循環器病センター 鶴舞病院 はなくてはな
です︒もっとも一般的なソメイヨシノは江戸末 らない病院です︒消防車は滅多に出動しないか
期に開発されたものですが︑今やこれが日本中 ら消防署を減らすとか︑自衛隊の戦闘機・艦船・
を席巻しているわけです︒この期間︑青年団や 戦車は実戦で使ったことがないから自衛隊は廃
消防団︑老人会︑婦人会︑町内会といった単位 止する︑などという議論を唱える議員や官僚は
でそれぞれの地域で独特な花見をやっているこ いないと思います﹂と︑ここには個の安全保障
とでしょう︒これなどは交流会もないしその必 とでも呼ぶべき内容が含まれています︒この公
要性もないので︑それぞれがどういう風にやっ 開質問状に対して五人のうち四人は自らの政治
理念に基づき︑忙しい中︑丁寧にしかも真摯に
ているのか興味をそそられるところです︒
回答しています︒
﹃里山の医療から﹄
鶴舞活性化ネットワーク病院部では四人の候
年が明けてからこの地域に関わることでいろ
いろなことがありました︒その一つとして︑先 補者について 県民の意見を聞く耳を持っている
に新聞等で報道されたように病院から診療所へ こと︑自らの考えを県民に伝えようとする熱意
と縮小した国保診療所がいよいよ市から民間に があること︑事務能力の高さが伺えたこと 等が

実施設計内容の説明はあるのか？
プールや体育館の改修は？
グランドの改修は？
耐震工事で教室が暗く圧迫感がある
署名を添えた要望書提出。これに沿った設計を望む。

検索
ホンカ

市教委としては７００人規模の学校を３００
人で使うのであるから授業には差しさわりが無
いというのが基本的な考えだろう︒
現実に今の加茂中は全校生徒が約１３０人︑
３学年で５クラスの編成である︒開校当時から
比べれば単純に１３の教室が利用可能となる︒
説明会で﹁ちはら台は新築で加茂は改修では
納得できない﹂という意見も出たが﹁生徒が入
る教室が無ければ新たに建てるしかなく︑こち
らは収容できるので﹂という担当部長の答弁も
この数字が根拠となっているのだろう︒
﹁プールや体育館が中学生仕様であることか
ら小学生の利用が困難﹂との意見も各会場で出
された︒また︑﹁体格差による事故やいじめな
どの不安﹂も言われている︒こうした要素を市
教委が持ち帰って︑どういう案を出してくるの
かにも注目したい︒
あくまで私見であるが︑いじめについては先
進校の事例だと︑﹁上級生の父性や母性の醸成
により︑小さい子の面倒をよく見るようになる﹂
と報告されており︑教職員の指導に期待すると
ころが大きくなるだろう︒
また事故については低学年の遊び場の確保と
下校時間の調整で対処していく方針と思われる︒

説明会での質問・意見と回答

校舎︵ハード部分︶は現在の加茂中を改修し
て対応するとし︑外壁︑階段︑トイレ︑教室内︑
廊下等を大幅に改修する案が示された︒
教室棟の２階部分を小学生用の普通教室とし︑
３階を中学生用︑１階は図書室等の特別教室と
して使用する内容︒
また︑小中の教職員が増えることから職員室
も改修し︑保健室︑放送室なども再配置となる︒
統合により児童︑生徒が遠距離通学となるこ
とから現在のバス︵１２人乗り︶に加え︑新た
に大型︵５５人︶中型︵２５人︶各１台ずつを
確保して通学の足を確保することも伝えられた︒
計画通りに進めば２１年度に実施設計を行い︑
改修工事を２２年度︑２３年度︑開校を２４年
４月としている︒
各会場での意見交換の概要は別表の通り︒
また︑地域の意見を聞いたうえでの原案説明
会を再度行うことも示された︒
加茂中のスタートは各学年６クラス︑全校１
８学級と聞いている︒１クラス４０人として全
校で７００人を超えていたことになる︒
今は加茂地区内の小・中学校を全部足しても
３００人という規模になっていることにまず驚
いた︒

小中一貫校に向けた市原市
教育委員会の説明会が開催さ
れた︒
説明会は３月１８日の加茂
中から︑高滝小１９日︑白鳥
小２３日︑里見小２４日︑富
山小２６日と全学校区での開
催となり︑行政からは担当部
長２名のほか市職員が１５名
ほどで説明にあたった︒
住民側の参加者は全会場の
合計で２００人を超え︑関心
の高さをうかがわせる結果と
なった︒
行政からは取り組み方針案
︵たたき台︶の概要説明と小
中一貫教育の内容︑校舎改修
案の説明があり︑その後︑参
加者からの意見︑要望の聴取
と質問へと進み︑各会場とも
に熱心な議論が展開された︒
行政からは 小学校の小規
模化が進む現状から複式学級
が増加し︑学校行事にも支障
をきたすなど﹁教育環境が低
下する恐れが強い﹂と顕在化
した課題を踏まえて︑﹁中学
生徒の減少も併せて考えれば
小中一貫校の開設が望ましい﹂との見解が示さ
れた︒
富山小ではすでに全学年が複式となっており︑
今後︑白鳥小が今年４月から︑里見小では２３
年︑高滝小でも２７年から一部複式となること
も併せて説明され︑各小学校の小規模化が改め
て知らされたところである︒
今回の説明会では 市で検討された内容をも
とに説明がなされ︑指導の在り方として︵ソフ
ト部分︶９年間の連続性を生かした教育の利点
を挙げ︑小学１年生からの英語学習・小学高学
年から一部教科担任制・ふるさと学習・異学年
交流などの特色ある教育内容が示された︒
６・３制を維持しながら︑４年生までの低学
年を前期とし︑５︐６年生と中１を中期︑中学
２︐３年生を後期と位置づけ︑成長過程に合わ
せた指導を充実していくとし︑習熟度別授業も
取り入れていく方針だ︒
答弁
質問・意見

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.

21年に実施設計、22年と23年に改修工事と考えている
仮設校舎で対応する
騒音の大きい工事は夏休みなどに集中等工夫
各意見を庁内検討して再度説明したい
現施設を使用予定だが安全と管理を考慮して設計したい
水はけが元々悪いので改修したい
18年度に耐震工事。市内各学校も同様。照度は確保する
要望書は受け取った。
今回は教育委のたたき台を説明している。
基準が無いと原案が作れない。
運用については開校までに詳細を詰めたい。
市の交通マスタープランにも連携する。
個別の詳細については時間を頂きたい。
初めての話。状況確認したい。
校長、副校長、教頭に小中担当の各教務主任。
養護教諭も2名必要。統合増置で教員2名増員。県と協議
平成24年4月開校予定というがスケジュールは？
工事中の生徒への配慮は？

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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