前の同時期と比べて二倍近い値段になってます︒年に
思いつつも仕入れ以下にすることもできないので今年

一度の事なのでできるだけお求め易い価格にしたいと
の丑の日は頭を痛めるお店が多いことでしょう︒この

宿泊

て元の値段に戻ってくれることを祈るばかりです︒
日時
︵鈴木里山通信員︶ 行先

しまう日が来るかもしれません︒なんとか稚魚が増え

まま値上がりが続けば日本の食卓からうなぎが消えて

丑の日︒土用丑の日と言えばうなぎです︒古くからの
行程１日目

加茂公民館ー牛久ー五井ー高速道路ー
十日町市 芸
(術祭見学︶ー六日町温泉
高速道路ー市原ＩＣ

六日町温泉ー十日町市 芸
(術祭見学︶ー

２５０００円
４０人

︵交通費・宿泊費・昼食代・作品鑑賞代︶
さる６月３日から１０日まで︑上古敷谷里山でホタ 募集人員

料金

２日目

越後六日町温泉湯本﹁越路荘﹂

新潟県十日町市﹁大地の芸術祭﹂

平成２４年８月１８日〜１９日

べると夏負けしないと言われてたそうです︒江戸時代

言い伝えで土用丑の日に頭に﹁う﹂のつく食べ物を食

今年も日本に夏がやってきました︒夏といえば土用
梅雨の合間だというのに夏空のような雲と暑い日が
は脂肪の強い食べ物は下品とされ︑まぐろのとろやう

続いています︒気が付けば朝晩にニイニイゼミが鳴い

ています︒今年もまた暑い夏がやってきました︒
気だったようですが平賀源内が夏場に売り上げが落ち

なぎなどは敬遠されていて︑うどん・瓜・梅干しが人
て困っていたうなぎ屋に相談されて考えたのが﹁本日

そろそろロンドンオリンピックも始まり︑日本選手

あげられるいくつかの競技については︑寝不足を覚悟
土用丑の日﹂と大書されたのぼりのキャッチコピーで

の活躍を期待したいところです︒とくにメダル候補に

しそうです︒また七月十一日には高校野球の千葉県大
ル祭りが開催されました︒毎年︑一年間の集大成とし 申込・問い合わせ

町民は少なく︑のぼりを見て首を傾げる人々がうなぎ
ホタルの観賞会を一般の方々も交えて行っています︒

て︑メンバー総出で草刈りや地直しを行った里山で︑

した︒それでも丑の日とうなぎがすぐ結びつく江戸の
屋の主人に﹁物知りで有名な平賀源内先生が書いてく

場する球児が近くにいることもあり︑これもまた楽し

みにしているところです︒高校生も昔とはずいぶん変
れたんだから間違いない﹂と説明を受けてやっと理解

会も始まり︑前評判の高い高校のレギュラーとして出

わったように感じますが︑全力でのプレーや負けて涙
などを豊富に含む栄養価の高いうなぎを食べれば当然 上がらなくホタルが飛び立つ状態も厳しいのではない

できたのです︒夏の暑さで参ってる身体にビタミンＡ 当初︑今年のホタル祭りを開催するにあたり︑気温が

ています︒東金までの開通が予定では来年３月です︒

前夜祭近くから里山の木々の合間にホタルが見られる なる部分を含めて多くの車両やクレーン車などが動い

盛店となったそのお店を見て他のうなぎ屋さんが黙っ 童が作った行燈の効果もあったのかもしれませんが︑ 地区から田尾に向かうところも︑パーキングエリアと

の事に元気が出ます︒お客さんが続々詰めかけ︑大繁 かとの声もありました︒しかしながら富山小学校の児 ・圏央道の工事が急ピッチで進められています︒高滝

︵２３︶７０１３

アートフェスティバル推進課

市原市経済部観光振興課

てくれます︒今年も臨海球場や袖ヶ浦球場には何度か

する姿は不変で︑観戦するファンに多くの感動を与え

足を運びたいと思っています︒
ところで︑昨年は諸事情で開催を見送った市民花火
ようになりました︒

なくて養生訓の貝原益軒だという説もあって実際のと

う習慣が広まったという説が有名ですが︑実は源内じゃ

路に降りると

ら観賞できるエリアをロープ等で区切り︑安全面︵通

今年のホタルはきっちりした所がありました︒前回か
が変わります︒また︑こちらからも横浜に行っ

ルフ場に行く車など︑他県から来る車の流れ

回は期限に間に合いそうです︒完成するとゴ

大会が今年は例年通り八月十四日に開催されるという てるはずがありません︒どんどん真似するお店が増え
ことです︒家に居ながらにして花火が見られる環境に てあっという間に土用丑の日にはうなぎを食べるとい

住んでいるのですが︑今年ばかりは父と義兄の新盆が
ころははっきり分かっていません︒万葉集にも夏痩せ
足元が悪い︶

夜７時半すぎから約１時間ほどの観賞会と︑時間も これまで何回も完成が延期されてきた工事ですが︑今

重なり少しばかり気の重いお盆となりそうです︒

残されていて栄養価の高い食べ物であることは古くか

にはむなぎ︵うなぎの古い呼び方︶召しませの言葉が

にいったばよー︑えれーきれいだったど﹂

Ａ﹁このあいだいきなりおもいたってよー︑ホタルみ

ぺっぺ語
うなぎを売り出そうという企画がありましたが最近は

してるスーパーマーケットやコンビニで春の土用にも

折々に十八日づつあります︒何年か前にチェーン展開

ら知られていました︒ところで土用は年に四回︑四季

しまいました ︒

囲が変わって

たが︑観賞範

も確保しまし
福島方面にも時間を短縮していくことが出来

通らず笠間や益子に行って焼き物を見たり︑

東金から先が開通するようになれば︑都心を

たり成田方面に行くのに時間が短縮されます︒

は︑うっさみしーて︑きみがわりったっべ﹂

さが似合うようです︒

あまり聞かなくなりました︒やはりうなぎには夏の暑
賞場所の拡大

次回からは観
の素晴らしさは紅葉の素晴らしさを物語りま

・５月に南会津地方に行ってきました︒新緑

ます︒

い雄大な自然が福島にはあります︒﹁謝礼はいらない﹂

すから︑秋にもう一度行きたいものです︒ここにはな

た後も︑里山 一彦氏とフラガールたちのために︑みんなで福島に行

ル祭りが終わっ と言って無償で講演とショーのために来てくれる斉藤

も検討されて
ところがそのうなぎが今年は大変なことになってま
のホタル達は下流方向に広がっていっています︒今後 くことが一番の御礼になるのではないかと考えていま

います︒ホタ

Ｂ﹁だっといっただかーしんねーけんが︑あんばしょ
Ａ﹁あんが︑あーらへんのひとたちがきれーにしてあっ

未だに生態がはっきりわかっていません︒二○○九年

す︒これだけ人気のあるうなぎなのに研究が進まず︑

３位 南総支団

準優勝 加茂支団

優勝 姉崎支団

◎市原市大会

いました︒

に集中して

精一杯消防

も変えて︑

旅行の予定

目なのかもしれません︒
︵矢代里山通信員︶

次回は１０月２５日発行予定です︒

市原商工会議所

紙面及び記事に関するご意見・お問い合わせは左記へ
担当・霜崎まで

shimozaki@i-cci.or.jp

０４３６︵２２︶４３０５
Ｅメール

から加茂地区の他の小学校に比べて歴史は浅いものの︑

白鳥小は昭和４７年 た
(ぶん に)統合した小学校です
地域の大事な学校として多くの皆さんに大切にされて

平成２４年５月１９日に高滝小学校最後の運動会が

年創立１００周年目を迎えています︒そしてこの日が て全力で頑張りました︒また︑中学生や保護者︑来賓

のもと︑里見小の運動会が行われました︒里見小は今 行われました︒１年生から６年生まで全員が主役となっ

ありますが︑

私事では

り上がった運動会になりました︒来春開校する小中一

てくれて︑これまでとは雰囲気が変わった︑大きく盛

思いましたが︑卒業した加茂中の生徒さんが駆けつけ

生である私としては 多少感傷的な気持ちになるかと

きました︒今回︑最後の運動会を迎えて︑第１回卒業

ど出ずっぱり状態でがんばりました︒まずは応援合戦

昨年度のＰ

貫教育校でも︑こんな充実した運動会が行われると思

赤組も白組も女子︒声高らかに団結と勝利への闘志を

ＴＡ会長に

かと︑期待感が膨らみました︒がんばれ加茂の子供達︒

うと︑地域の大きな行事として育っていくのではない

から︒１年生から６年生まで全員の参加です︒団長は
みんなで競い合います︒卒業生の中学生たちがいろい

続き今年も

ます︒それこそ加茂地区小学校の最後の運動会となり

富山小学校の運動会は伝統的に秋の開催になってい

)

花は綱引きとリレーです︒みんなが一緒に参加して力

ます︒昨年も紹介したように炭焼き音頭と縄ないリレー

大
(曽根Ｔ里山通信員

顧問として
残留したの
ですが︑長
い歴史の中
にあるこの
高滝の運動
会を誇りに
思います︒
加茂地区
が小中一貫校になっても各地区の良さを出した運動会
や体育祭にできるようになったらいいなと考えます︒
えていかなければと思います︒

その素晴らしさを我々地域の人間たちが子供たちに伝
高滝小︑１４０年の歴史に感謝です︒

を合わせ競い合う競技は誰が見ても面白いものです︒

という︑他地域にはない伝統的な種目があります︒地

︵酒巻誠里山通信員︶

バトンが飛び︑互いが絡まったり︑順位はその度に入

てみたらいかがでしょうか︒
︵里山通信編集部︶

のある行事になっていますので︑皆さんもぜひ見学し

域の皆さんと作り上げる家庭的で暖かい雰囲気の特色
はないでしょう︒
︵征矢里山通信員

この日の運動会を子供たちはきっと生涯忘れること

れ替わって最後まで目が離せませんでした︒

１年生から６年生までの子供たちが必死に走ります︒

体が参加する運動会でした︒それでもやはり運動会の

れ︑また年配者も一緒に参加する競技もあって会場全

でした︒学校の歴史にまつわるクイズなども折り込ま

た小学校と後輩たちのために︑彼ら彼女たちも大活躍

ろな場面でバックアップしていきます︒自分たちの育っ

)

強い日差しの下でも子供たちは全く元気で︑ほとん だきました︒ありがとうございました︒

１００年の歴史の最後の運動会となりました︒

の方々など︑できるだけ大勢の方たちに参加していた

最後の運動会を祝福するようなすっきりとした青空

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

てよー︑くっちゃめんくっかかれることもねったっぺ﹂
てんべー﹂
も富山地区のホタルは時期を変え︑種類を変え確認さ す︒

Ｂ﹁そんだっば︑こんど︑こどもでんつれてみにいっ

Ａ﹁だけんどよー︑蚊がしっかーいっから虫よけスプ
の二月になって太平洋の深海でようやく世界で初めて

加茂支団と姉崎支団は審査点で同点と

個人賞

地域のため

︵征矢里山通信員︶

レーもってたほうがいいど﹂
れていくことでしょう︒ひっそりと増えつつあるホタ

捕るところから始まります︒そのシラスウナギの値段

消防操法大会は消防操法の基準に基づいて︑正確・
なり︑２秒のタイム差で惜しくも加茂支

さ と や ま つ う し ん

安全・迅速なポンプ操法の習熟を通して︑消防技術の
団が優勝を逃す結果となりました︒市大

指揮者 坂本 理︵加茂︶

に︑がんばれ消防団！︒

ルを守っていくことが︑富山地区に住む者としての役

Ｂ﹁ちょーどよう︑このあいだ腰からぶら下げる蚊取 うなぎの卵が三十一個発見されたニュースをご記憶の
り線香かったばっかだかん︑それふっちゃげていくべー︒ 方もいらっしゃると思います︒卵の存在を確認できな
かったということは養殖も稚魚であるシラスウナギを

二︑三尾おせていっから蛍みながらいっぺいやっべー﹂
りも止まりません︒一昨年あたりから少しづつ続いて

が三年連続で高騰していてそれに伴ううなぎの値上が

そんで︑けーりんおめーんちんよっからよ︑虫かごに

のである︒

ということでいつもどうり飲むことにめのないＢ君な
いた値上がりが去年の暮れから一層激しくなり︑三年

も

︵戸沢里山通信員︶

か

加茂 里山通信

向上と団員の士気高揚を図ることで︑地域防災体制を

茂７分団は 練習では４０秒を切る事が

会の当日はあいにくの雨天となり︑足元

加茂支団大会は６月１７日︑市原市の大会は７月８
普通であったものが タイムより着実な

確立することを目的に︑例年開催されています︒昨年

日に開催され︑７月２９日には県大会が行われます︒
操作に主眼を置いたことが２秒に現れて

が滑りやすいコンディションだった事が

大会結果は次の通りです︒
しまいました︒しかし︑選手の皆さんは

は大震災のために自粛されましたので２年ぶりの開催

◎加茂支団大会
市の代表を目指して全力を出し切った事
惜しみない

優勝 ７分団
準優勝 ８分団

拍手をお願

に変わりはありません︒地域の皆さんの

︵月崎︑柳川︑菅野︑石塚︶

かりです︒

いしたいば
操作員の

３位 ２分団
場︶

週間後に結
婚式を挙げ

中に大会２

１番員 中澤辰則︵８分団︶

る予定の者

個人賞

２番員 鈴木清司︵７分団︶

がおりまし

１番員 平田悟一︵加茂︶

３番員 廣原一智︵姉崎︶

︵大曽根Ｔ里山通信員︶

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

２番員 鈴木清司︵加茂

たが︑新婚

３番員 宗延愛主︵８分団︶

指揮者 坂本 理︵７分団︶

︵高滝︑不入︑大和田︑馬

︵折津︑大久保︑国本︶

勝負の明暗を分けたように思います︒加

夏号

となります︒

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8月1日（毎月1日発行）第423号

信
通
山
里
茂
加
平成24年7月25日（水曜日）発行 第37号
（昭和60年7月30日第三種郵便物認可）平成24年8月1日（毎月1日発行）第423号

信
通
山
里
茂
加
第37号

（１） 平成24年7月25日（水曜日）発行

ここに行き︑到着してから１時間半後に被災しました ︒ られ︑他のサービス施設にも依頼して従業員の研修を
この時のこの会社の対応を記事にしたものがあります ︒ 受け入れてもらい︑それぞれの場所で再開の機会を待

そういう時にこそ真価を問われ︑本質がさらけ出され

危機に直面した時に︑人や企業はどう対処するのか ︒

ちました︒

らくは従業員の家族や家︑親戚が被災していたであろ

周囲一帯はライフラインがすべて止まっており︑おそ
ます︒震災時において不安を抱える多くのお客に従業

スパリゾートではライフラインが生きていましたが︑

う状況下で︑彼らは毅然として職務を全うしていたと
事故と風評被害という多重の災害の中で︑会社の存亡

員たちはどのように対応したのか︒地震と津波と原発
毎年︑春先から鳴いているウグイスは初めの頃はホー

ています︒お客がホテルに留め置かれている間︑従業
ホケキョで︑それが時間が経つにつれてケキョケキョ

いいます︒その行為は体ではなく︑心を救ったと記し
をかけて彼らはどのように対処したのか︒災害時に居

市原産のタケノコが放射能の許容値を超えたという
員を東京駅まで車で走らせ走行可能であることを確認
ケキョケキョ・・・と谷渡りといわれる熟練した鳴き

うことがテレビで流され︑この市原産の他の物までが
合わせた客の多くが再開したらまた来たいという気持

ことで出荷停止になり︑また椎茸も打撃を受けたとい
して﹁東京駅までお送りすることができ

グリーンカーテンとしてゴーヤを育てているかたも
多いのではないでしょうか？
日差しを遮り︑周囲の温度を下げ体感温度が低くな

同じように見られ売り上げが落ちたとい
ります︒省エネ︑節電にも貢献できますね︒また︑ゴー

ちにさせられた程の︑従業員たちや会社の対応はどの
方でああ又あの鳥かと春先からの成長を感じさせられ

る﹂と発表したそうです︒記者は﹁絶望
ようなものであったのか︒強い絆と結束力はどのよう

方に変わっていきます︒それも個々に特徴のある鳴き

の淵にある人を︑真に救うのは﹃情報﹄

うことを聞きました︒他の地域からすれ
ヤは夏バテ防止食材といわれるくらいビタミンＣなど

ばそんな風に見えているということに地
にして生まれたのか︒そのことを知りたいと思います ︒ たものです︒それが一日中家の回りの木をあちこちと

﹃ルール﹄などではない︒﹃行為﹄だ﹂ そこには多くのドラマがあり︑また会社として生き延

でも﹃言葉﹄でも︑ましてや﹃法律﹄や
です︒ゴーヤチャンプルーもいいけれど︑たくさん収

の疲労回復ビタミンが豊富なため︑季節的にもお勧め

元の人間は案外気付きにくいものです︒
た︒今年はある時からウグイスに替わり︑ホトトギス

びていくための知恵が詰まっていることと思います︒

補償はまったくされ ていません︒福島で

ころは大打撃を受けました︒しかしその

その人たちを主なお客さんとしていたと

多かった中国人旅行客などが一気に減り︑

いかというのが当初の反応で︑それまで

首都近郊までが汚染されているのではな

の全国キャラバン以来４６年ぶりのこと
のショーもぜひ見せてもらえないかと

に全国に元気を届けたフラガールたち

断しました︒映画でも描かれた第１期生 も終了してしまったのに︑市原の人間

フラガールの全国キャラバンの展開を決 で日程が限定され︑しかもキャラバン

けて営業再開までに６ヶ月を要した︶︑ ということになりました︒会場の関係

建物も解体せざるを得ない程の損傷を受 である斉藤一彦氏にお願いできないか

の地震でプールに亀裂が走り︑ホテルの なる講演会をこのスパリゾートの社長

間の休館を決め︵実際には後日の震度６ 年記念事業のための委員会で︑記念と

取締役会で厳しい決断を迫られ︑３ヶ月 立４０周年目を迎えます︒その４０周

が種全体の習性だというので

か︑要領のいいやつで︑それ

いうか︑悪知恵が働くという

うという︑じつにずる賢いと

スに後のことはやらせてしま

み︑そうとは知らないウグイ

をどけて自分の卵をそこに産

で割と大きく︑ウグイスの卵

す︒この鳥はカッコウの仲間

穫できた時にはゴーヤの佃煮をお試しください︒

飛び移って鳴くので︑様々な方角から聞こえていまし

と述べています︒

又︑この千葉県でも昨年の震災後の影響

や風評被害は殊に観光関係には厳しく︑
の鳴き声が聞こえてくるようになりました︒ホトトギ

は観光︑農業︑水産業など︑あらゆる業
でした︒﹁炭坑の衰退で苦しむいわきを

とは少し違うように聞こえま

お客さんのキャンセルが相次いで︑閉め
ところで︑市原商工会議所は今年創

スは﹁特許許可局﹂と鳴くとよく言われますが︑それ
スパリゾートは昨年３月２５日の臨時

ざるを得ないところまで追い込まれたと

種において実害の他にいわれなき風評被
すから驚くばかりです︒そう

ころもあります︒外国から見たら日本の

害を被っています︒昨年の原発事故後に︑
いうこともあってなのか︑ホ
トトギスが鳴くようになって

たためてのお願いでした︒
からはウグイスが近寄らなく

いう︑まったく無理を承知で手紙にし
しばらくして来た返事は︑斉藤一彦
なったのか鳴き声がしなくな

われなき風評被害を受けているいわきや
福島をなんとか救いたい﹂との思いが重
氏の講演の承諾とフラガールについて

救いたい﹂という思いと﹁原発事故でい

されたり︑ここにいては想像できない風
で︑なかなか前を向くことができなかっ も最大５人は派遣するというものでし

なったものでした︒﹁先が見えない状態

福島県ナンバーの車がスタンドで拒絶さ

評被害にあっていました︒これを克服し︑

れたり︑避難した住民の子供たちが差別

りました︒

た﹂フラガールたちも﹁先のことを考え た︒条件はただ一つ︒﹁謝礼はいらない﹂ということ

あまりなかった頃は︑毎晩のように家のすぐ前に立つ

の杜にいることも確認されました︒車などの交通量も

又最近︑フクロウやミミズクの仲間がすぐ隣の神社

事故以前の状態にまで持っていくにはま

帰るとのことでした︒

でした︒講演終了後︑フラガールたちもすぐにバスで

だまだ長い年月を要すると思います︒
すぎず︑今の自分たちにできることをやっ
考えがあってのことと思いますが︑心意気には心意

ていこう﹂と気持ちを切り替えて︑２６
都道府県︑韓国のソウルを含め１２５カ

① ゴーヤはたて半分に切り︑種とわたを除き５ ミリ
幅に切る︒
② 小女子はさっと湯通しする︒

分がなくなるまで 分程煮る︒

④ 鍋に調味料︑ゴーヤを入れ︑水

ルに上げる︒

③ 大きめの鍋に湯を沸かし︑ゴーヤを 分茹でてザ

から飛び立つところに遭遇しました︒夜によくギャー

なくなっていました︒夜散歩していた友人夫婦が地面

事故の風評による心ない事件が起きていた最中だった 客が戻ってきてもダメ︒福島全体に人の流れをつくら
のですが︑鳥だったのかと改めて思いました︒

といった獣のような大きな鳴き声を聞くことがあった

木に留まりにきて鳴いていたのですが︑ある時から来

だけに不安もあったものの︑行く先々で暖かい声援を なければならない﹂と述べています︒原発の風評被害

︵征矢里山通信員︶

真夏の到来ですが︑社の森は比較的涼しく感じます︒

)

⑤ いりゴマとかつお節を入れる︒
大(曽根Ｒ里山通信員︶
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２００９年秋号の通信でフラガールの
ナンバーの車が傷つけられるなど︑原発

所︑２４７回の公演を行いました︒福島 気で応えたいと準備を進めているところです︒

え！﹂とした記事の中で︑炭坑の閉山︑バブルの崩壊
受け︑﹁全国に元気を届けるはずの私たちが︑逆に元 はいまだに福島全体に重くのしかかっています︒厳し

その斉藤氏は﹁スパリゾートハワイアンズにだけお

スパリゾートハワイアンズのことに触れ

５００ｇ
８０ｇ
６０ｇ
６０ｇ
１００ｃｃ
１本
６０ｃｃ
大さじ２
１５ｇ
材料
ゴーヤ（正味）
小女子
砂糖
ザラメ
しょうゆ
赤唐辛子
酢
いりゴマ
かつお節
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たことがあります︒﹁﹃ふるさと﹄を救
という２度の危機を乗り越えたことを踏まえ︑常にリ
気をもらった﹂と言っています︒ホテルの従業員たち い現実はまだまだ続いています︒斉藤一彦氏の講演を
来年いよいよ開通する運びになっていますが︑鳥たち

鳥の変化は環境変化のバロメーターです︒圏央道が

社長の言葉を紹介しました︒このスパリゾートも昨年
も先が見えず﹁この先会社は大丈夫なのか﹂と誰もが ぜひ聞きたいと思います︒

ピーターを飽きさせない工夫が必要であるという斉藤
の震災と後日の余震での被害で半年以上の閉館を余儀
ボスから従業員の研修をやらないかと救いの手が伸べ からです︒

ホールにて午後６時 の鳴き声の聞こえるままであってほしいと思います︒
講演会は１０月１７日︵水︶ YOU

思っていたといいます︒そんなとき長崎のハウステン

た︒たまたま震災の当日︑ある雑誌記者が家族旅行で

なくされました︒まさに３度目にして最大の危機でし

客は入れられないものの︑改築費用がかからないとい

た︒空き家を借り受けて営業する人もいて︑多くのお
う利点もあります︒住宅を利用した民宿も含めると︑
平成２６年の３月には加茂地区を中心に﹁芸術祭﹂

かなり多くの営業店があるそうです︒
が開催されます︒どこかにジーバーレストランがきっ

今年で３回目となる高校３年生の生徒たちを対象と ところで神社へ来られた方はご存知かと思いますが︑
した市内ゴルフ場の見学会を６月１０日に行いました ︒ 社殿の裏手は崖となっています︒その上に神社が祀ら
れているのを知っているでしょうか？
その社殿は奥宮と言って本殿の向かって右手にある

︵大曽根Ｔ里山通信員︶

市原商工会議所観光部会が主催し︑ロッテ皆吉カント

梅の木の脇より六分程山を登っていくとあります︒以

と開店するはずです︒
新年号の加茂の初夢で﹁ジーバーレストラン繁盛記﹂

力で実現しました︒これは３年前の就職担当の先生方

リー倶楽部さんとＣＰＧカントリークラブさんのご協

前もお話ししたと思いますが︑奥社が祀られている山

面白いだろうな﹂という夢物語だったのですが商工会

と商工会議所観光部会の懇談会で︑﹁生徒たちにゴル

を書きました︒﹁加茂にそんなレストランがあったら
議所をはじめ︑通信員のところにも﹁どこにあるんだ﹂

頃平将門が東国で謀反をおこしたとき︑この山に毎夜

を松尾山と云い︑高瀧神社の縁起によると︑九三九年
光り輝くものが現れ︑それを見た村人が登ってみると

ことを一人の先生が提案して実現したものでした︒
今年はそれぞれの支配人また総支配人に﹁社会人とし

の術を授けるかた吾を祀れ﹂と告げたとあります︒そ

天女が現れ︑﹁吾は松男の神である︒将門討伐の秘兵

フ場を実際に見せてあげることはできないか﹂という

ての心構え﹂について話をしていただきました︒自分

驚いています︒
小雨の降る日曜日︑国本牛堀の滝周辺に﹁南いちはら

のことからこの山自体が神が宿る山として崇められて
業の境内整備事業の一環として新たに社殿を建立する

きました︒その様なことから皇紀一六〇〇年の記念事

社殿はコンクリート製で建立よりすでに七十年程経っ

ことになったのです︒

いただきました︒また実際に現場で働いているキャディー

社会人として基本的なマナーなどについて熱く語って

花いっぱい運動実行委員会﹂より提供の三百個の彼岸
花の球根を植えました︒メンバーは地元国本一心会

の経験を踏まえ︑また多くの人と接する中で磨かれた

という問い合わせが多数ありました︒反響の大きさに
このジーバーレストランはまんざら夢の中のお話で
はなく︑実際には日本各地で開店しています︒参考に
の豊島で実際に運営されているレストランです︒

したのは大地の芸術祭の越後妻有と瀬戸内国際芸術祭
どちらも地元の食材で︑地元の人が運営し︑東京の有
カブ隊の親子 名です︒

名と実行委員会より 名︑ボーイスカウト市原第５団

名なコックさんに料理指導を受けながら成功していま

きました︒生徒たちの真剣なまなざしに圧倒されて話

ているため痛みが激しいのですが︑一般的に奥社は本

記念撮影が済むと川に入った子供たちは︑沢ガニや

社より強い御魂を祀っているので特に強い願掛けにご

す︒実際に瀬戸内の豊島のレストランで昼食を頂きま

かなり緊

すほうも
張してい

利益があるとされています︒

貝の化石を見つけて大騒ぎでした︒濡れた子もいまし

たりしま

しょうか︒入口が分かりにくかったら神社へお尋ね下

したが定食が１８００円︒コーヒーを付けると２１０
お昼は一心会の女性たちお手製のおにぎりや天ぷら ︑

したが︑

さい︒

たが︑着替え持参で思い切り楽しんでいました︒
煮物︑タケノコの味噌汁が並び︑いっぱい遊んだ子供

質疑応答

とお高いですが﹁過疎の島で﹂﹁地元の食材で﹂﹁地
元の人が﹂という触れ込みで︑それだけの料金を払っ

たちは﹁とても美味しい！﹂と言って沢山食べてくれ

で具体的

分にお気をつけ下さい︒
︵平田里山通信員

尚︑参道は特に整備されていませんので登山には十

皆さんも時間があれば奥社に参拝されてはいかがで

てしまいました︒

ました︒子供たちからはお昼のお礼として唄のプレゼ

︵征矢里山通信員︶

徒たちも何かを感じ取ってくれたような気がします︒

ルフ場の顔であるという自覚を持った大人の姿に︑生

は光っているなと感じました︒自分たち一人一人がゴ

聞いていて︑誇りと自信を持って仕事をしている人間

し︑楽しく毎日をの仕事をしていること︑などの話を

つらいこと︑そして女性でもグリーンキーパーを希望

キャディーとして心がけていること︑うれしいこと ︑

ても貴重な経験になったと思います︒

分の仕事について話をしてくれたことは生徒たちにとっ

かがゴルフ場に就職していました︒その先輩たちが自

れました︒昨年やおととしに見学した生徒の中で何人

話してく

りやすく

れてわか

露してく

知識も披

専門的な

になると

内容など

な仕事の

豊島は人口１０００人ほどの過疎と高齢化が進んだ

︵大曽根Ｒ里山通信員︶

彼岸花が咲く頃にまた遊びに来て下さいね！

過ごすことができました︒

供たちが一緒に輪唱で歌い︑本当に楽しいひとときを

島です︒産廃の島としても話題になりました︒島には

０円というお値段でした︒昼食に２０００円はちょっ

さんやグリーンキーパーの方たちにも話をしていただ
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ントがありました︵カエルの歌︶最後には一心会と子

で通学しています︒高校を卒業すると若い人たちは当

小さな小中学校があるだけで︑高校になるとフェリー
たり前のように大阪などに就職して︑島を出て行きま
す︒ですか
ら島には若
い人はほと
んど残りま
せん︒しか
し︑島のレ
ストランの
店長さんと
店員さんは
２０代の若
者でした︒
お聞きする
と︑﹁帰り
たいと思っ
ていたところに︑芸術祭と島のレストランのお話があっ
人口３０００人ほどの﹁直島﹂にも行きました︒こ

たので帰ってきました﹂とのことでした︒

方は個人が自宅の居間を利用して営業するやり方でし

ちらでも島レストランをやっていましたが直島のやり

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