一番漁獲高が多い春が旬だと言う人もいます︒或いは

す︒春の産卵を控えた冬が美味しいという人もいれば

いつの季節が旬なのかはっきりしません︒特徴は名前

ごと煮て食べるのが一番だと言う人もいて︑魚屋でも

業績をたたえ︑後世に伝える一環として遺墨展が開催

教育や産業文化の発展に貢献しました︒遺徳を偲び︑

の創設者です︒彼は﹁梅ケ瀬書堂﹂を開設し︑子弟の

日高誠実︵ひだかのぶざね︶は明治の漢学者で梅ケ瀬

夏から秋口にかけて出回るまだ小さい小やりイカを丸

に尖ったような身体が槍の穂先に似ていることでヤリ

の由来となった細く鋭いその身体にあります︒円錐形

日時

されます︒

桜並木の樹の下をピカピカのランドセルを背負った
上に火を通しても固くならないので︑刺身はもちろん

イカと呼ばれるようになったと聞きます︒旨味が強い
４月２８日︵土︶〜５月７日︵月︶

景が春を感じさせてくれます︒今年の入学式には桜の

新一年生が︑上級生に手を引かれ学校に向かう朝の光

らこうやら六分咲きぐらいの中での入学式となりまし

花も咲いていないのかと心配していましたが︑どうや
イカが二百円の時︑その四倍くらいすることも珍しく

値段が高いのが難点と言えば難点でしょうか︒するめ

煮ても焼いても美味しい大変便利なイカなのですが︑
入場料 無料

場所

正月の﹁宝船プレゼント﹂に応募された方たちから様々

加茂公民館︵市原市養老︶

た︒五井や八幡の臨海部よりたぶん四︑五日は遅いと
すがこうなると値段もかなりのもので︑時には一杯二

ありません︒大きいものだと四十センチくらいありま

午後４：３０
午前９ ３:０~

には満開になることと思われます︒ちょうど高滝神社
できないのが実情です︒それでも稀に安く手に入るこ

千円以上することもあるので頻繁に店に並べることが

思われる加茂地区の桜も今度の日曜日︵４月１５日︶

雰囲気がいっそう醸し出されることと思われます︒
リー低脂肪で蛋白質が豊富︑しかもタウリンを多く含 章がありましたので︑ここで紹介させていただきます︒

ともあるのでそういう時は是非お試し下さい︒低カロ なご感想をいただきました︒︒中にひときわ素敵な文

の春大祭︵別称︑花嫁祭︶で高滝ダム周辺は華やかな
今年の春の訪れは突然︑そして一気にやってきたよ
むので肝臓の働きを助けてくれる栄養的にも優等生の

ほどの喜びにあふれています︒澄み切った空気と木々

ろいろあります︒しかし︑ここでの生活は言い知れぬ

確かに加茂地区は病院や買い物など不便なことはい

めざせ︑自給率アップ

うに感じています︒庭さきには水仙︑パンジー︑チュ

ウリップ︑野には土筆やたんぽぽが一斉に咲き誇って
食品です︒

択肢の一つでしょう︒フライパンにオリーブオイルと

リもあることですから︑ぜひお出かけになってはとご 漬けて焼いて美味しいし︑もちろん煮て食べるのも選

感動しています︒家の周囲を見回すと︑春にはふきの

の緑に心いやされ︑昇る朝日や満天の星空を眺めては

調理法は軽く塩をして焼くか︑醤油と酒・みりんに

います︒もちろん小湊鉄道周辺の菜の花は年々バージョ

案内申しあげます︒ちなみに加茂菜の時期ももうすぐ
出してからやりイカとゆでたパスタをからめると思わ

ニンニクを入れ︑低温でニンニクの香りを十全に引き

ンアップされています︒高滝駅と里見駅には百円チャ

のつてを探して食してください︒
そんな加茂の里山ならではの生活︒完全な自給自足と

とう︑わらび︑タラの芽と︑自然の恵みの食材が沢山︒

それでもやりイカと言えばやはり刺身がお勧め︒一
前号で炭焼き音頭のレコードが７８回転であるとい

ず頬が緩むこと請け合いです︒

終わりです︒お越しいただきましたら︑なんとか知人

ぺっぺ語
まではいかなくても自給率を少しでも高めたいと思い︑

﹁
Aいつの間にか桜もでーぶ咲いたみて〜だけん︑花見
般的なするめイカに比べて皮が簡単に剥けるのでちょっ

現存する盤が相当劣化していることと︑そこから音を

イヤーがあると連絡をいただきました︒しかしながら

もやんねっばおいねっぺや﹂

を聞きながら畑をうない︑せみしぐれの中︑汗を流し

を取りに行けて︑とても便利です︒うぐいすの啼き声

とで︑そのプレーヤーを使っての鑑賞はでき

拾うために現在東京方面にもっていってないというこ
ませんでした︒申し出ていただいた久保の佐

れ︑心安らぎます︒育てる楽しみ︑作る楽しみ︑食べ
る楽しみと︑この地で自然と共に生きる極上の幸せを

ながら草取りをする︒土と接していると嫌なことを忘

生もいいけどサッと湯通しして氷水で締めてからお刺

つい先日︑祖父の代からのお客様に﹁まるっきりの

が非常に残念です︒

暴挙に出ることがありますが︑売り物にはできないの

う話がありました︒すると早速読者の方からそのプレ

たけー日にすっべーや！﹂
﹁
Aあにゆってだーよ！ちっとぐれいさびったって︑飲

んでりゃー腹ン中からあったまぺーよ︒ぐずぐずして

たっば桜がちっちまうべ﹂

りゃーいいいだけだっぺよ！﹂
久間さんありがとうございました︒原版とは

し式の時に持ってきてもらいＢＧＭとしてずっ

ということで︑﹁宝船プレゼント﹂の引き渡

違うもののＣＤ化された別バージョンがある

かみしめています︒
みの数だけ新しい年の幸せを運んでくれることを願い︑

小さな﹁ろうばいの木﹂が枝いっぱいにつけたつぼ

身にすると自然な甘みが増してもっと美味しくなる﹂

眺めてはひと足早い春を愉しんでいます︒

仁

たいと思っています︒

なで仲良く楽しい学校生活を送り

パワー全開の子供たちです︒みん

キラキラした目︒やる気満々の顔︒

しくお願いします︒

ぱ い！ と て も な かよ し で す ︒ よ ろ

１ 年 生 ５ 人の 里 見 っ 子 は 元気 い っ

時は春︑ため込んでいたエネルギーを
爆発させるように木々が一斉に芽吹いたと思っ
たらその成長の速いことに驚かされます︒桜も
菜の花も一斉に咲き加茂の春が一気に華やぎま
した︒この地にいることの幸せを感じます︒
︵征矢里山通信員︶

す︒

しました︒里山通信のテーマ曲になりそうで

と流していました︒とてもいい唄なので感心

た私には少なからずショックでしたが︑実際に試して

と教えて頂きました︒長いこと生が一番と思い込んで

﹁Aそんなこたーねーど︑おっだって風情ちゅうもんかっ

﹁
Bおめーそんなことそいったって︑花より団子で飲め

おいたするめイカの胆を使ってやりいかの塩辛を作る

味噌汁を作るのもお湯を沸かしている間にネギやナス

挑戦してください。

家の隣の藪を畑にして野菜つくりに挑戦しています︒

実力者ぞろいです。

ので塩辛を作ることができません︒私は冷凍保存して

です。外は寒くても心はほっこり。豪
華賞品に思わず頬が緩みます。来年も

と慣れれば誰にでもできます︒ただ胆が非常に小さい

カラーでお見せできないのが残念な
くらい皆さん色鮮やかな勝負服です。

﹁Bいいぐれんねーけんが︑さびーのはおいねえからあっ

「宝船プレゼントの引き渡し式の様子

みたら本当にその通りで︑刺身とは言えないかも知れ
感謝をこめて！

･

shimozaki@i-cci.or.jp

０４３６︵２２︶４３０５ 担当 霜崎まで
Ｅメール

次回は７月２５日 発行予定 です︒

来年度から加茂地区では小中一貫校となるた
めに︑各小学校では最後の新入生を迎えるこ
とになりました︒そこで各小学校の校長先生
たちにコメントを寄せていただきました︒

桜満開の中︑輝きあふれる５名の新入生を
迎え︑里見小学校最後の入学式を挙行しまし
た︒在校生３６人全員﹁とびっきりの笑顔で
新入生を迎えよう﹂を合言葉に準備しました︒
百年の歴史最後の本年︑児童会を中心に︑地
域一丸となって︑ふるさと里見を心に刻む各
行事にしようと目標を立て︑そのスタートに
三島孝典

ふさわしい心に残る入学式でした︒
里見小校長

４月１１日︑本校最後の入学式︒１３名の
新入生を全校で迎えました︒その幼さと可愛
いさに︑来年度以降の成長の礎となる１年間
の重みと緊張を感じさせられました︒１年後
には体以上に︑心と知恵が大きく成長した姿

永島光明

を見てもらえるよう︑職員一同で力をふるっ
てまいります︒
高滝小校長

富山の里には桜が咲き始め︑男の子４名が
入学してきました︒入学式では自分の名前を
呼ばれると元気な声で返事をしました︒そし
て校長先生としっかり握手をしました︒今年
は全校児童２６名で︑１・２年生︑３・４年
生︑５・６年生の複式学級です︒閉校までの
１年間︑地域と共に創る学校を目指して教育
榊

活動に取り組んでいきたいと思います︒
富山小校長

平成２４年度の白鳥小は︑３名の新入生を加
え︑全校３１名です︒学級は１年生︑２・３
年生︑４年生︑５・６年生︑わかあゆ学級の
５クラスです︒今年は学校の田んぼで餅米を
作り︑秋には全校で市民の森を歩いて行き
﹁餅つき会﹂を予定しています︒また︑夏休
みには学校で全校宿泊合宿を計画︑思い出多
荘司隆夫

い一年にしたいと考えています︒
白鳥小校長

市原市石神２２７
TEL０４３６−９６−０４８２
FAX０４３６−９６−１２９３
なってほしいです︒

ん遊 ん で ︑ 学校 が 大 好 き な １ 年生 に

８人 の お 兄 さん ︑ お 姉 さ ん と たく さ

保育 所 か ら の仲 良 し ３ 人 組 で す︒ ２

思い出を作ってほしいと思います ︒

２２人の上級生と一緒に︑楽しい

年で閉校を迎える富山小ですが︑

元気な４人の男の子です︒あと１

市原市朝生原１８１
TEL０４３６−９６−１１０８
FAX０４３６−９６−００５２

じーだよ﹂
﹁
Bまーいずれんしろ︑おめーんあたまんなかは年がら

年中花︱咲いてっかんなー﹂
魚屋になって三十年以上経っても︑思い込みや固定

ませんがやりイカの真価を発見した思いでした︒

なく少し残念でした︒カール上の小さ
な谷が菜の花で埋め尽くされたらどん
にすごいだろうといつも考えます︒
高滝駅は昨年よりも菜の花の面積が
増え︑線路に沿って長く広く咲いてい
ます︒山側の田んぼ一面にも咲き︑昨
年の倍以上に広がっています︒
加茂里山街道にはこの他にもいたる
︵征矢里山通信員︶

ところに桜と菜の花の競演を見ること
ができます︒

市原商工会議所

観念で見失ってる事がまだまだあるのに気付かされま 紙面及び記事に関するご意見 お問合せは左記へ
した︒或いは魚の事だけではないかもしれません︒こ
れはこうするものと思い込んでる事が他にもあるので
見誤ってる事はないのか︒やりいかの食べ方から柄に

はないか︒日常生活の中で固定観念が邪魔して本質を

︵鈴木里山通信員︶

もなくふとそんなことを考えた春の宵でした︒

さ と や ま つ う し ん
征矢 貫造

︵戸沢里山通信員︶

やりイカが美味しい季節になりました︒とは言うも

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

駅なのですが︑今年は菜の花があまり

春号

のの︑やりイカは一年を通して美味しい有難いイカで

か

加茂 里山通信
例年になく寒い冬が長く続いて春の到来が待
ち遠しかった人も多かったと思います︒今年はあ
る時から一気に春となり︑加茂地区の各所で見事
な花の宴となっています︒
飯給駅では設置されたトイレが話題となり平日
でも多くの来客があり︑車を止めるスペースもな
い状態でした︒多くのカメラマンが狙っているの
は︑もちろん菜の花と桜に彩られた風景の中に絵
のように入ってくる小湊線の列車です︒田に水が
張られるこの時期が最も飯給駅が映えるときです︒

石神地区の水田をおおう菜の花は今年も見事に
咲き誇っています︒小茶自動車さんの脇から下を

見下ろすと︑遠くまで広がる黄色のじゅうたんに

圧倒されます︒そして下から吹き上がってくる風

に乗ったむせるような菜の花の香りに包まれます︒

しばし時を忘れる光景です︒
月崎駅は桜と菜の花がよく似合う駅です︒今の

時期この駅舎はツバメの宿となっています︒何組

もの巣があり︑ツバメの啼き声に満たされ︑盛ん

に飛び交う姿を見ることができます︒
大久保駅は駅舎の反対側からみるとトトロの絵

がよく見えます︒ここも桜と菜の花がよく似合う

平成２４年

（４）
（昭和60年7月30日第三種郵便物認可）平成24年5月1日（毎月1日発行）第４20号
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（１） 平成24年4月25日（水曜日）発行

てゆっくり動き回り︑神社側の山の方へ飛んで行きま

りてきて庭に立ち︑その見事な羽根を誇らしげに拡げ
団連の会長がいかに擁護しようが福島の原発事故は幾

射能汚染されていた事実は重く︑憤りを覚えます︒経

を何度もつけて聞かなくては

よそっていただの︑眉につば

せただの︑猿が家の中でジャーからしゃもじでご飯を

が猿を撃とうとして目が合ったら拝むように手を合わ

いろいろ言われています︒中には︑猟友会のメンバー

も出没して︑その数は人口を上回るのではないかなど

加茂地区では猿やイノシシ︑それに鹿やハクビシン

過ぎたわけで︑キジの雌とはっきり見分けることがで

す︒この時落ちてくると同時にこちらの車が脇を通り

路のちょうどセンターラインあたりに落ちてきたので

えたところ︑その鳥が道路脇にある電線に衝突して道

した︒少し前方を大きな鳥がやや上を横切りそうに見

る道でキジが上から落ちてくるという場面に遭遇しま

近ではつい２︑３日前に五井方面から光風台へと抜け

たりに聞いてみましたが該当しませんでした︒︶又最

近くの動物園か学校などから逃げたものと思い︑心当

母親たちは考えるでしょう︒

かく︑子供たちに何を食べさせたらいいのかと多くの

が汚染されていることが分かった以上︑年配者はとも

どの程度汚染されているのかはわかりませんが︑土地

吸収力の違いがあるのでこれからとれる野菜や山菜が

なかった結果としての人災であると考えるからです︒

根拠なき安全神話を振りまき本当のリスクに目を向け

どを仕立てて︑薪の準備︒道具を揃える︵直径１メー

〜４日かかる︶塩を用意する︒庭に大・中・小のかま

した︒そもそも日本にクジャクは生息していないので ︑ つもの警告やデータを無視してきた結果として︑また

いけないような話もまことし
きました︒
べて止めてしまったら電気は足りなくなり供給できな

日本の原発がすべて停まる寸前という今︑﹁原発をす
始めます︒

豆をつぶす機械︶麹が出来てくるのに合わせて豆を煮

あれから１年が経ち︑わかってきたことがあります ︒ トルの木樽・一斗枡・バケツ・ブルーシート・柄杓・

茂地区産です︒麹屋さんに米を持参して麹を頼み︵３

準備は早くから始められます︒材料である大豆は加

４軒分の量を合同作業で行いました︒

３月２５・２６日に行われた味噌作りの様子です︒

やかに流れてきます︒いずれ

にしても五井地区などの都市

部からすれば生き物たちの数

れでも余裕があると指摘されていたことが正しかった
ます︒このまま１晩おきます︒次の日にもう１度火を

が︑指でつまんでつぶれるくらいになるまで約半日煮

ます︒量が多いので煮立つまでにはだいぶかかります

まずは豆の計量︒バケツで小分けにして豆をよく洗

ことがはっきりしてしまったことです︒つまり︑原発
いれて豆を温めます︒温かいうちに豆を機械にかけて

くなる﹂と電力会社と政府がずーっと言い続けていた

で環境へどのような影響を与えるのかということを調
はなくとも電力の供給は可能であるという事実が分かっ
つぶします︒いよいよ大きな木樽の中で麹と塩を混ぜ

この他にもいろいろいるはずですが︑実はこのあた

期がありましたが︑今は針金
べるためです︒私たちはその結果を知ることはできな
たことです︒また︑福島第一原発の事故はすべて津波
たものと大豆を混ぜて合わせていきます︒大きなしゃ

は豊富でエピソードにこと欠

を張り巡らせた電気の柵をも
だけではなく︑他にもいろいろな要素が絡んで影響を

いのですが︑生き物たちの個体数の変化には道路工事

もじも使いますが︑お母さん方の手も大活躍！

す︒︵豆に水を吸わせる︶かまどに火を入れ︑煮始め

うけて︑被害を減少させてい
によるものと当初知らされていましたが︑その後に地

あとはそれぞれに用意した容器に詰めていき終了にな

い３つの釜に分けていきます︒水を入れて半日おきま

ます︒︵２重か３重に張り巡
するのは︑先程述べたキジが増えたということの他に ︑ 震の揺れで配管の損傷が起こっていたことがわかりま

与えていることでしょう︒地元にいるものとして実感

た︒２００３年の宮城県北部地震︑２００４年の新潟

した︒この時の第一原発の揺れは５００ガル程度でし
ります︒

電総量と夏のピーク時の使用電力総量との比較で︑そ

らされた針金には高圧の電気
雀の啼き声をあまり聞かなくなったことです︒今はま
中越地震︑２００７年の新潟中越沖地震は２０００ガ
ろみのある褐色の汁で︑塩や青のりを加えご飯にかけ

※豆を煮上げて残った汁を﹁トウゾ﹂と言います︒と

ことを思い出してほしいと思います︒水力と火力の発

が流れていますので 触 れ な
さにうぐいすが毎日のようにいい声を聞かせてくれる
ルを超えています︒しかも福島の原発は耐震性のチェッ

貫通する圏央道の関係で︑山を切り開き道を造ること

いように気をつける必要があ
のですが︑雀のチュンチュンという啼き声がほとんど
クを受けていたことからすると︑日本列島が地震の活

りの動物は定期的に調査をされています︒高滝地区を

ります︒︶この電気柵︵通称
聞こえてこないのです︒年間を通して本当に少なくなっ

きません︒一時︑イノシシに

デンサク︶は田んぼだけでは
たと思います︒ここ数年とても気になることです︒

田んぼを荒らされて困った時

なく︑畠にも張り巡らされて
動期に入っていることを多くの学者が指摘している今 ︑ て食べます︒

が起こったら経済的打撃どころか生活そのものがなく

で７市１町なのに対し︑福島県では１市でした︒これ
いことがいくつもあると思います︒

のために︑時間の経過とともに忘れていってはならな

︵大曽根Ｒ里山通信員︶

いたりします︒又ゴルフ場の
多くも侵入を防ぐために外周
津波がなくともどの原子炉でも事故が起こりうる可能

新年号の編集後記で︵﹁福島にタケノコを﹂という
なってしまうことを見てきたはずです︒そもそもお湯

いかもしれませんが︑２０年近く前にはキジではなく
ではまるで逆で︑もちろんタケノコプロジェクトは中
︵征矢里山通信員︶

第六回町 会紹介

に張り巡らせています︒
性があるということです︒原発を止める︑または廃炉
にするという話があると地元における経済的な打撃を
増えています︒私のいる高滝
プロジェクトについて少し触れましたが︑この加茂里
を沸かして羽根車を動かすのに火を使うのか︑原子の

理由に反対の声がすぐに上がりますが︑いったん事故

でもあちこちからあの独特で
山通信でも加茂地区の人たちに呼びかけようとしてい

こんな加茂地区に今キジが

大きな啼き声が聞こえてきます︒庭であのきれいなキ
崩壊熱を使うのかという選択に︑広範囲の地域を汚染
し人体に多大な影響を与える可能性のあるものを選ぶ

ました︒その矢先に︑市原市と木更津市のタケノコか
ら放射性セシウムが検出されたと何度もテレビで報道
理由がどこにあるのかと思います︒

ジの雄を見かけたこともあります︑そのキジが玄関の
ガラスの前に来て七色に輝く尾羽を広げてみせたこと
で多いのが椎茸とタケノコですが︑タケノコは千葉県

されてしまいました︒政府が出荷停止を指示した品目

クジャクの雄が庭に降り立ったことがあります︒初め
止になりました︒予想はしていたものの︑この地が放

の由来を説明してくれたのは奈良輪さん︒﹁大正時代

受けました︒北見会長のあいさつから始まり︑加茂菜

同じことがもう絶対にあってはならない︒そのこと

こる前触れだと思うようにしています︒︵信じられな

が２回程あります︒そういう時は勝手にいいことの起

山側の上の方で羽を広げていたクジャクがだんだん降

設計を依頼︑杉の丸太塀に囲まれた約２００平方メー
情に感謝し種をくれた︒川の水が上がった肥沃な土地

に神社の下にあった坂本旅館に泊まった関西の客が厚

考慮され︑世界で活躍する建築家である藤本壮介氏に

デザインとなりました︒
でよく育ち︑この地区に広まったそうです︒今年は寒

トルの敷地にガラス張りのトイレを置くという奇抜な
﹁トイレってやっぱり大事なものだし︑公衆トイレ
かと不動様にもお願いしたが︑あじんしてんしょうが

くてあんしても伸びない︑こっじゃおんねーじゃねー
新井町会は︑加茂地区の北東端に位置していて世帯数

たときはうれしかったですよ﹂と世界で活躍している

の設計は一度はやってみたかったんです︒お話を頂い

２８戸の小さな集落です︒南北に通る県道約２５０ｍ

晴天の春らしい陽気になった４月６日︑桜のつぼみ
ない︑と今日の日を迎えました︒﹂︵プチぺっぺ語口

が膨らんだ飯給駅で﹁世界一大きなトイレ﹂と名付け
アは︑昨年の８月に現地を見て菜の花や桜がきれいな

建築家はにこやかに話されました︒デザインのアイデ

は１７５０年︑寛延三年二月江戸中期︶があり︑毎年

駅前の公衆トイレの完成式典というのも前代未聞です
写真なども見せてもらいながら︑豊かな自然と溶け込

んの４名です︒まずは︑傷んだ葉を除き一束ずつ輪ゴ

秋祭りには︑子供相撲を奉納しています︒昭和の中頃

られた公衆トイレの完成記念式典が開催されました︒
が 報道陣も︑新聞各社をはじめ︑テレビもＮＨＫ・
めるようなものを心掛けたそうです︒﹁管理も地元の

つき１０ｇの塩をふり︵根が多め︑葉が少なめ︶洗濯

ムでとめてから︑根を包丁で切り水洗いする︒１束に

沿いに家屋が点在していて︑圏央道の田尾インターチェ
座︶
講師は平田敬子さん︑鈴木さん︑戸澤さん︑田邉さ ンジより１キロ南の所に位置しています︒
部落の中央に面足神社︵第六天様を祭っていて創立

日テレ・ＴＢＳ・フジなど多数集まり︑大きな事件︑
イレになってほしいですね﹂と最後まで気

方がされるそうですので︑地域と共に育てるようなト

﹁喜動房倶楽部﹂︵松本正雄会長︶の皆さん︑千葉県

業ができる仲間づくりが大切だと話してくれました︒

イベントも大変だが仲間がいるのでやれる︒楽しく作

郡誌より引用しました︒︶ ︵石川雄嗣里山通信員︶

ません︒︵創建日は︑大正五年七月二十日発行の市原

ます︒現在は墓石が現存するだけで寺の建物は存在し

昔は大きな寺で大僧正がいて栄えていたと言われてい

十八日で阿弥陀如来が本尊︶という天台宗の寺があり︑

︵創建は１３６２年︵貞治元年南北朝時代︶寅年九月

の家庭に飲料水を供給しています︒新井町会に安楽寺

に新井浄水場があって高滝ダムより水を取水して市内

アンテナが設置されました︒そのアンテナの近くの山

ａｕの携帯の高い

でＮＴＴドコモと

近くだということ

ンターチェンジの

近年︑圏央道のイ

井の西の山頂には

られています︒新

社を開いたと伝え

をもらってきて神

から面足尊の御札

来は︑南紀の神社

います︒神社の由

ない造りになって

の社殿は釘を使わ

ていてオリジナル

神社の造りは︑本殿と社殿がある本格的な造りになっ

を続けています︒

毎年欠かさずに代々受け継がれてきた土俵で子供相撲

なってきた為に子供相撲を始めることになり︑現在も

ていました︒その後︑相撲をとる人が足りない状況に

いうことになって︑翌年から一時期大人が相撲をとっ

もあり︑奉納相撲を復活した方がよいのではないかと

富山地区で赤痢がはやり新井地区でも患者がでたこと

る人が少なくなり︑一時奉納相撲を中止したところ︑

期︑相撲を中止したこともあります︒徐々に相撲をと

迄は︑大人の相撲を奉納していました︒戦時中は一時

ました︒

天地替え︶要所ごとにに手本を見せながら教えてくれ

板でもむ︒樽に並べ重しは１５Ｋｇ︒︵翌日味をみて

事故でもないのに報道ヘリまで飛ぶという︑市原市始
さくな藤本氏でありました︒
総事業費は約９８７万円︒ダムの上流と
いう事もあり︑浄化槽が高かったとは発注
した市役所担当部のお話です︒恥ずかしく
て使いずらい女性にはカーテンも用意され
ていますし︑それでも抵抗があると言う方
は隣の多目的トイレをお使いください︒
なお︑このトイレは女性専用です︒
藤本壮介︵ふじもとそうすけ︶
建築家 昭和４６年生まれ 東京大学工学
部建築学科卒業
現在 藤本壮介建築事務所主宰 東京大学
特任准教授 慶応義塾大学︑東京理科大学
非常任講師
建築物 情緒障害時短期治療施設︑武蔵野
新人賞 日本建築大賞 台湾タ
JIA

美術大学図書館など
受賞

ワー国際設計競技最優秀賞︵２０１１年︶
等多数

わなかった︒食べてみるのが楽しみです︒﹂と手を動

︵大曽根Ｔ里山通信員︶
辰巳台から今年初めてご夫婦で参加された方は︑
新聞やテレビでご覧になった方も多いと思いますが︑

かしながら答えてくれました︒講師の平田さんは﹁お

﹁漬物自体初めてで︑こんなに手間ひまかかるとは思

７日︑８日の土日には花見も兼ねた多くの来場者が順

いしい加茂菜を絶やしたくない︑代々引き継いでもら

まって以来といえる事態になりました︒

番待ちをする盛況となり︑関心の高さがうかがえ︑

いたい︒﹂と意気込みを語ってくれました︒
担当者は当日の刈り取り︑仕分け︑材料・道具の準

﹁開放的で良い﹂という意見や﹁広すぎて落ち着かな
２月２６日︵日︶市原市南部の高滝地区でしか栽培

い﹂など利用者の声は賛否両論でした︒

備︑試食のおにぎりの用意まで大変なご苦労だったと
で︑種を厚まきにして茎が立ち競争して上に伸びるそ

思います︒北見さんによると加茂菜は肥料が多く必要

このトイレは観光振興を目的に︑養老渓谷駅前・里 されない 幻の野菜 ﹁加茂菜﹂の漬け物講習会が市
市原市南部地区の活性化に取り組む﹁一九会﹂︵北

見・高滝・月崎に続く駅前公衆トイレとなります︒飯 原市民の森で行われました︒
給駅は観光写真の撮影ポイントとして多くの来場者を

集め︑新刊小説本の表紙を飾ったりと︑桜や菜の花の 見則弘会長︶︑﹁安由美会﹂︵鈴木四郎右衛門会長︶ ︑ うです︒加茂菜の栽培は約１００坪ほど行っており︑

で市内外の主婦ら７０人あまりが地元名人から指導を

食糧事務所︑市原市農林業振興課︑市原市ＪＡの協力

名所として広く知られるようになりました︒
そこで平成２６年３月〜５月に開催される市政５０

︵大曽根Ｒ里山通信員︶

周年記念事業の芸術祭とも連携した作品となることも

上総炭焼き音頭を調べるにつれ︑いろいろな情報が
手に入るようになりました︒今回︑歌詞及び楽譜の載っ
たすごい冊子が手に入りました︒これは市原市教育委
員会と市原市民謡民舞フェスティバル実行委員会が発
﹁心に響くふるさとの唄﹂のタイトルのもと︑伝承民

刊したものです︒平成５年に制作されたこの冊子は
謡から音頭まで幅広く地域で語り継がれ︑唄い継がれ
てきたものがぎっしりと詰まっています︒

炭焼き音頭もその中にありました︒﹁は〜あ〜私しゃ
上総の炭焼き若衆〜﹂と始まり︑高滝神社の喧嘩神輿
レコード盤では上および下となっています︒片面３章

や︑どぶろくが出てきたりもして６章からなります︒
づつとなっているものを１本のテープにした場合３章
手には戸惑いが生じます︒ここは修正して踊っている

と４章の間の間奏が他の間奏の倍になっていて︑踊り
とのことですが難しそうです︒
この他にも︑市原市内各地の民謡︑音頭が目白押し
で︑北は八幡船下ろし唄︵八幡︶から︑みやざく︵米
沢︶︑ひとつひよどり︵養老︶と︑百曲以上の民謡や
することができましたが︑次は踊る型をどこまで復元

音頭が掲載されています︒曲及び楽譜については確認
し記録に残すことができるかです︒市原市民謡民舞フェ
られています︒この状況では﹁心に響くふるさとの唄﹂

スティバル実行委員会は平成１０年に助成金が打ち切
は途切れてしまうかもしれません︒しかし︑各地域が
でいくことで︑地域の唄として残すことは可能かもし

結束して︑地元に存在する唄を掘り起こして唄い継い
れません︒

︵矢代里山通信員︶

http://www.sugita-group.com/
URL
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