この三月に高滝・里見・富山・白鳥の四
つの小学校がその長い歴史に終止符を打ち
学校もあります。それぞれの学校は単に地

ました。中には百四十年もの歴史を刻んだ

♪みどりの野山は 朝日に映えて
た日々や友人たちとの時間は何物にも代え

んなの心の拠り所でした。小学校で過ごし

♪里小われらの 母校と仰ぐ
がたい大切なものとして深く心のうちに存 大に開催されました。

域の小学校というだけではなく、地域のみ
平成二十五年三月末をもって、百四十余年の歴史を刻ん
平成二十四年度の学校行事も含め、里見小学校の全ての

昭和四十七年四月に朝生原小学校、大久保小学校、月崎

て下さいました。

ました。市長さんは校旗を持ち、体育館フロアーを一周し
鳥小学校で活動をしてきました。

在校生二十六名を加え、九百九十五名の子ども達がこの白

した。この四十一年間で九百六十九名の卒業生と、最後の

小学校が統合し、白鳥小学校が誕生して四十一年が経ちま

で 飛び出せパ

第一部では、校長から佐久間市長さんへ校旗が返納され

平成２５年３月２４日に富山小学校閉校記念式典が盛

だ高滝小が閉校となり、新たに加茂小中一貫校として出発
活動テーマを児童及び保護者の皆さんから募集し「最後ま
ワー みんなの

在し時に心をいやしてくれるものでした。

まさに閉校を意識した一年でした。但し、閉校に踊らされ

することとなりました。この一年、本校児童及び教職員は、

進めながら、同時に「この特別な一年を生かさない方法は

ることなく、また浮足立つ事無く、地に足をつけた教育を
今回、閉校記念誌の作成に当たり、多くの卒業生から白
鳥小学校に関

第二部では沿革碑の除幕式、そして児童たちのタイムカ
プセル埋納式が行われ、１０年後の自分へのメッセージを
一文を寄稿し

笑顔」と設定し

ていただきま

ました。
第三部では、本校卒業

く見つめる学習発表会でした。
本年のスター
生の白鳥令さん（マルタ

無い」と考え、全員で導きだした回答は、学校・地域を深

トは、四月、

わる思い出の

「現在の地域の様子を学習した子供たちは、徐々に昔の
「とびっきりの

納めました。

て行く」と言うストーリー仕立ての発表です。お客様とし

時代に思いが向けられ、高滝小・高滝地区の変遷を学び知っ

けられました。さらには

のビデオメッセージが届

ロデューサー）の後輩へ

ろうさん（サイエンスプ

祭、修学旅行

した白鳥っ子

歌や劇を発表

豚汁を作り、

会、カレーや

ム対抗の運動

した。赤・青・

五月、歓声に包

作曲家でミュージシャン
での宿屋での

黄・緑の四チー

まれた地域ＯＢ・

の伊藤詳さんご夫婦によ

共和国名誉総領事）の講

ＯＧも参加３０
少子化という避けられない現
るシンセサイザー演奏が

演で始まり、米村でんじ

０人の最後の運
状と子供たちの競争力のある

笑顔」で新入生

動会・地域ボラ
教育環境を考えるとき、加茂

を迎えた入学式・

ンティア支援で
一晩、田植え

て、地域全体に投げ掛け、来場を願いました。

児童が育てた餅米でついたお餅を地域の方たちとほうばっ
や稲刈り、芋

た味は最高でした。本年里見小学校の活動テーマのもと、
方ないものと思います。それ

も、友達との交

ステージや女優でナチュラリストの高木沙耶さんのスペシャ

様々な取り組みをしてきました。そして、活動の中心とし
でも地域に根差した小学校か
富山地区に伝わる「炭焼き音頭」を踊りました。フィナー

流、自然の恵み、

ありました。特別ゲストの、歌手のミネハハさんのライブ

て、在校生三十一名、教職員十三名をリードしてくれた九
ら聞こえていた子供たちの声
歌声が体育館に響きわたり

レは、富山小全児童２６名による、お別れと感謝の言葉と

そして、保護者

の小学校を一つにすることは

名の里見小学校百年最後の六年生を送り出しました。里見
が消えてしまうことはとても
ました。児童たちは富山小

やはり時代の流れとして致し

小学校百周年記
残念なことです。子供たちの
閉校のさびしさを秘めなが

掘り体験、学校の周りの田んぼや水路でのザリガニ捕りや

念・閉校式では 、
元気な声はなによりも地域の

とが子供たちにとって本当に

四つの小学校を一つにしたこ

いるわけにはいきません。

る学校」を掲げてまいりま

とつとして「地域と共に創

の期待を胸にしました。

校生活と伝統を築くことへ

らも加茂学園での新しい学

たが、白鳥小学

閉校となりまし

白鳥小学校は

の気持ちが溢れ

ご支援への感謝

や地域の方々の

どの文章から

ました。

会の終盤では、参加者全員が体育館いっぱいに輪になり、 鮎の放流等々、楽しかった思い出が随所に書き記されてい

里見小学校地域 、
励みでした。

ルトークで、おおいに盛り上がりました。

数百人の方々を

卒業生、旧職員

学校の校旗を市

良かったという結果になるよ
した。今日までやってこら

四月からは加
加茂学園が新しい時代の幕

ばならないと思います。

バックアップしていかなけれ

じることになりましたが、今までの富山小同様に加茂学園

とうございました。明治以来１４０年間の歴史をここに閉

各機関のご協力とご理解のお陰だと思います。誠にありが

れたのは、保護者の皆様、地域の皆様をはじめとして関係

同窓生とそこに勤務した百十一名の職員、そして、白鳥小

九百九十五名の

心の優しさは、

校が育んできた

しかし、後ろばかりを見て

した。そして里

原市へ返納しま

う、関係者の努力だけではな

茂四小学校がそ
開けにふさわしい学校であっ

お招きし里見小

ることへの寂しさと悲しさ、そして愛着。閉校と言う、市

を持ってくれました。つまり、故郷への思い、母校が閉ま
見小百年の思い
く、地域のみんなが見守り、

この学習を続ける中で、子供たちは「知」の他に「情」

内の他地区の学校では味わえない経験は、高滝の子の情操
した。

出を語り合いま

れぞれの学校の培ってきた素晴らしい伝統を融合させ、次

ていました。

の育みに、大きな大きな力添えをしてくれていることでしょ

滝地区の教育の灯を灯し続けた高滝小の閉校を思うにつけ、

志を持った大人として成長してくれることと考えます。高

世代に生きる逞しい子ども達を育み、明日に向かって新し

富山小は、学校目標のひ

う。このような経験の積み重ねを糧に、明確で強い「意」

園での新しい教育が待っています。今は、その成果に期待

寂寞感に囚われてしまう私達高滝小教職員ですが、加茂学

この地に生活する人々が加茂の良さを再認識し、故郷の小
な天気が続いたために、今年は例年より２週間も早く桜が

時はまさに春。まだ準備も整わないうちに初夏のよう

生と手をつないで入場するな

入学式では新１年生が７年

や校歌の斉唱では在校生の大
きな声が体育館にこだまする
など、早くも加茂の子供たち
印象がありました。これから

がひとつになっているような
圏央道の開通や来年３月に開催されるアート×ミックスな

をも満喫することでしょう。来年はそれこ
そもっと良い菜の花を見せてやると、今年

どで、加茂地区が大きく変化する中で、ふるさとを愛する

芸術作品だけでなく、この加茂の里山の春

あまりうまくいかなかったところの関係者

荘司隆夫

加茂学園の校歌は加茂中のものをそのまま使う事になり
男の子１１人、女の子１０人の元気な加茂っ子

心を育てて行っていただきたいと思います。
分たちが手塩にかけた菜の花を見てもらお

ました。「加茂の学舎よ・・・」から始まる歌詞は低学年

は思っているはずです。たくさんの人に自
うと考え行動に移したら、本当に素晴らし

の子供には少し難しいのですが、開校式ではみんなが大き

女

計

（大曽根Ｔ里山通信員）

とてもほほえましい様子が見られます。

期学年のお兄さんお姉さんと一緒の活動もあり ，

に校庭で遊んでいます。また、掃除の時には後

頃にはすっかり仲良くなり、休み時間には元気

て会った友達がほとんどでしたが、３日が立つ

加茂学園初めての１年生２１人が入学しました 。
い景色が加茂のあちこちに出現することに

です。広い学区から集まって来ているので初め

男

加茂学園の児童生徒数は次の通りです。

はないでしょうか。

たが、シンボルとなる鐘があると更に良い環境になるので

うな音の出る鐘がありません。来賓の一人が言っていまし

の鐘音冴える朝」ですが 実は加茂学園には冴えわたるよ

な声で歌っていたのが印象的でした。校歌の最後は「学舎

（征矢里山通信員）

その可能性は無限です。

私たちの地を私たちの手で変えていく。

れません。

けない景観を自分たちで作り出せるかもし

をしたら、それこそアートミックスにも負

なります。みんなで競い合ってそんなこと

白鳥小学校長

学校に関わった大勢の地域の方々の胸にいつまでも、いつ

仁

へのご支援とご理解をお願いいたしまして結びとさせてい
榊

までも残り続けることでしょう。
富山小学校長

ただきます。

さな宝を拾い出し、生き生きと楽しく暮らしていければ…
咲き始めました。しかし加茂地区のソメイヨ

（征矢里山通信員）

てほしいと願います。

三島孝典

市内初の小中一貫教育校「加茂学園」が、市長・教育長
を始めとする多くの来賓が見守る中、４月８日に開校しま
が新たに仲間入りし、全校生徒は２６２人でのスタートと

した。１１日には入学式を迎え、ピカピカの１年生２１名
なりました。教職員は校長、副校長、教頭２名をはじめと

豊かな自然を次の世代にもっと良い状態で残せれば…そん
シノは先っちょにぽつぽつと咲いた程度で終

いただくことになります。

する４３名で、加茂の宝である子供たちの教育に当たって

な思いを込めて」加茂里山通信を
わってしまいました。それに引き換え、山桜

ど、心憎い演出もあり、国歌

創刊しました。どのくらいのこと

のか。そこはまだ定かではありま 與市郎桜はあふれんばかりの花に満たされて
せんが、十年継続して発行を続け、 いました。山のあちこちに散見される山桜も
加茂地域にはこんな情報誌がある 美しく咲き誇りました。石神の見渡すばかり
と多くの方に認識していただき発 の菜の花の景色も別世界のような趣でした。
行を楽しみに待っていただけるよ あふれんばかりの香りに包まれ、しばし俗世
うであれば、続けてきたことの意 間を離れることができるのか、長い時間眺め
ている人もいま
した。この他に
も加茂地区を少
し走ってみると
いたるところに
花を見ることが
できます。人家
の庭先には岩ツ

１年生
２年生
３年生
４年生
５年生
６年生
７年生
８年生
９年生
計

132 15 22 16 11 17 14 15 13 10

ツジや水仙、ぼ
け、源平桃など
がこれも見事に
花を咲かせてい
ます。
来年の３月に
は中房総芸術祭・
いちはらアート・
ミックスが開催
されますが、３
月から５月にか
けて訪れるであ

129 19 20 15 18 17 12 6 11 11

位の思いを発信することができた 応し、見事に花をつけました。ことに平野の

の類はそんな気候の急激な変化にも柔軟に対

点としてさらに先を目指して編集部一同がんばる所存です。

味があります。継続がまさに力となるよう、ここを一通過

さ と や ま つ う し ん

里見小学校長

い伝統を築いて欲しいと願うばかりです。・・・さような

永島光明

するばかりです。 高滝小の子、そして加茂地区の子、
高滝小学校長

ら里見小学校。

も

頑張れ！！

か

加茂 里山通信
十年前に「過疎の地と言われ、老人世帯の比率が高いこ

発行 市原商工会議所
加茂里山通信編集部
発行責任者 榊原義久
編集長
征矢貫造

を伝えることができたのか。どの

の地区で情報紙の必要性があるかどうかはわかりませんが、

春号

ろう多くの人は、

262 34 42 31 29 34 26 21 24 21

平成２５年

（４）
（昭和60年7月30日第三種郵便物認可）平成25年5月1日（毎月1日発行）第432号
平成25年4月25日（木曜日）第40号
（昭和60年7月30日第三種郵便物認可）平成25年5月1日（毎月1日発行）第４32号

（１） 平成25年4月25日（木曜日）第40号

小中一貫校の加茂学園が開校しました。加茂小学校の最

年団組織などの目に見えない形での動きは少しずつ実を結 化になることをしようとの発想から高滝駅前での産直を始
めようと考えたものです。途中激しい議論もありましたが、

過疎と言われる加茂地区に多くの若い芸術家や観光のお いざオープンしようとする頃にはメンバーがそれぞれよか

んできていると思います。
客さんがやってきます。この地を気に入り、この地に住み れと思うことを積極的にやるようになっていました。ある
たいと考えてもらえるような地域にしていくのは、行政で 者はテーブルと椅子を手作りで用意し、ある者は柱となる
いろな人にあたってくれていたり、ある者はオープンのサー
ふきのとう、ヨモギ、たらの芽、ウド、せり、クレソン、

とんねえ」と思える時代が来るのではと考えます。

はなく私たちの責任です。いつか加茂地区の将来も「あん 単管パイプを竹で覆い、ある者は出品してくれるよういろ
ビスにといろいろなものを用意したりするようになってい
こごみ等々。天ぷらにすればたいていの物は美味しく食べ

初の入学式も行われました。これに先立ち小湊線のダイヤ

が改正され、里見駅での列車の交換が可能となり、無人駅
ました。地域の活性化とは他ならない地域の人間の活性化

◎コゴミのピーナッツ和え・・・ピーナッツバター（粉末

マヨネーズでどうぞ！

ミはあくが無いのでさっとゆがいてピーナッツ和えやみそ

気温の上昇とともにコゴミが一斉に出始めました。コゴ

注ぐ。ワラビが浮かないようにお皿を伏せ、一晩おく。

より鍋、バケツ等）重曹をふりかけ（灰でも可）、熱湯を

※ワラビのあく抜き・・・ワラビをボールに入れ（分量に

ておく。

さっとゆでる。麺つゆにおろし生姜を加え、わらびを浸し

◎ワラビのお浸しおろし生姜・・・あく抜きしたワラビを

噌汁が美味しいですが、おひたしにすると抜群です。

いよいよワラビが出始めました！タケノコと一緒にお味

めにお願いします）

ていると朝６時頃から花を摘んでいる団体が・・・（控え

の花の種まきをしていますが、やっと咲いてきたかなと思っ

最近では観光名所を増やそうとボランティアの方々と菜

キに変身します。

しまう場合があるからです。このフキはおいしいキャラブ

えていても、日々パトロールをしていないと先を越されて

きます。野ブキが群生している秘密の場所を何カ所かおさ

くるこの時期になると、お母さんたちの目の色が変わって

よ。たけのこが顔を出し、土手にフキの葉っぱが目立って

だったところに駅員さんが配置されました。また、高滝地

なる中でのオープン当日。地域のお年寄りが自分の品を持っ

嵐かと思われる強風に見舞われ、各地のイベントが中止

られますが、さっと茹でただけでも素材の味が楽しめます

ところで、この春に加茂地区の

なのだということがよく分かります。

されるようになりました。そして４月２７日には圏央道が

ことで協力をお願いした

加茂の里山会議でもその

いう計画があって、南総

タケノコを福島に持っていこうと

区などに小学生の送り迎えをメインとする路線バスが運行

開通し、市原鶴舞インターからの乗り降りが可能となり、

高速バスの発着が始まります。さらに来年開催される中房

総国際芸術祭の「いちはらアート×ミックス」の芸術作品
経緯があったのですが、
ある方面から自粛してほ
しいとの話がありました。
いまだ市原ではタケノコ
に関して昨年国から出さ
れた放射能汚染の指定区
域の解除がされていない
からということでした。
それでは産直の売買はも
ちろんのこと、市内の数
千店の飲食業は市原産の
タケノコを使うことがで
きないし、子供を抱える
親たちもまた神経質にな
らざるを得ません。明ら

てきて並べたところ、それを見た別なお年寄りが次は自分
も出そうと考えたようでした。店じまいの頃、自分の残っ
た品を一輪車で取りに来たお年寄りに「完売で持って帰る
ものがないよ」と声をかけると、本当にうれしそうに笑っ
ていました。
と違うぞということを目指した「あんでんかんでん市」は
砂糖大さじ１をよく混ぜる。※だし汁は熱くして下さい。

でもよい）大さじ３、めんつゆ大さじ１、だし汁大さじ２、

あんでんかんでん売ってみようと、他の産直とはちょっ

となりました。そこに来たある人が「産直はみんなが笑顔

（大曽根Ｒ里山通信員）

ゆでたコゴミにピーナッツだれをかける。

地域の人間の活性化になりそうだと予感させてくれる船出

（征矢里山通信員）

になっていいね。みんな楽しそう」と感想を述べてくれま
した。

・今回の全面カラーの加茂里山通信はいかがでしょうか。

てきました。これも過疎の進む地域にあって何らかの活性

ここのところ養老町会で１年をかけて産直の準備を進め

間だけでなく、多くの人が考えていることと思います。

望まれます。本当に「あんとかなんねだおか」と加茂の人

たくさんのタケノコが並んでいます。市原でも早い対応が

かに昨年より数値は下がっ
の準備が今年始まります。この芸術祭は先の事例の越後妻
ているのですから、早く
有や瀬戸内の芸術祭の３年ごとの開催と同じように、３年
検査をしてその結果を知
ごとに開催されるそうです。準備してきたことがこの平成
ら
せてほしいと思います。
２５年に次々と実現し、加茂とその周辺の全く新しい時代
同じく昨年出荷の自粛をしていた
の到来を告げているようです。無人駅だったところや休耕
大多喜町では３月１４日に検査を
田だったところに多くの人の手で菜の花が植えられてたく して安全が確かめられたとする張り紙が出ていて、店頭に
さんのカメラマンや観光客が訪れるようになり、平日でも
観光バスが来るようになるとは、１０年前には誰も予想出
来なかったはずです。そして、来年には数十万人の人がこ
の地の芸術祭に訪れるだろうと考えられています。
目に見えることだけでなく、加茂の将来を見据えて今何
をしなければならないのかを考える「加茂地区長期戦略ビ
ジョン策定委員会」の創設と活動や、それぞれの地域で活
動する里山の会、または産直の人たち、あるいは地域の青

に平と書いてひらめのように外見の特徴から取ったもの。

なのでタイトルも含めて全面カラーで仕上げてみました。

当初写真だけにしようかと思いましたが、せっかくの機会
毎号こうなるといいのですが、予算上今回だけです。十年

魚へんに里と書いてコイ、雪と書いてタラは生息してる環
られたと想像できる字もありますし鰆は季節を感じさせて

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

境を字に取り入れたものでしょう。鮒のように発音から作

史の中でも特筆すべき春となりました。来年開催される国

それに圏央道の開通といろいろなことが重なり、加茂の歴

また、四つの小学校の閉校と小中一貫校の加茂学園の開校
４月の新年度を迎え、通り慣れた道に見慣れぬ真新しい

目の記念として残せるようなものをと考えました。今回は

バスの停留所がいくつか立つようになりました。新聞等で

際芸術祭を含めると、私たちはいま加茂の歴史の節目にい

伝説が基になったと言われる字もあります。

でに路線バスが乗り入れを開始。４月２７日の圏央道の開

す。４月８日には加茂学園の子供たちの通学を考えて、す
報道の通り、いよいよ加茂地区において小中一貫校がスター

ろにも花は咲きます。消えゆくものと新たなる命を宿すも

るのかなと思います。左の写真のように廃線となったとこ

くれます。あるいは柳葉魚など親孝行な娘さんにまつわる

通翌日の２８日からは高速バスが運行を始めます。羽田空

ンター完成に伴い、小湊鉄道（株）の協力のたまものであ

トします。子供たちの通学の足となります。圏央道鶴舞イ

田尾に建設されたバスターミナルがいよいよ運用されま

なりますし、ゴルフ場への来客や、来年に開催される中房

団塊の世代

のの変遷を体感するこの春です。

港まで４５分、東京まで６０分と、出かけるのにも便利に

る必要があろうかと思っています。現在加茂地区において

ります。今後継続して運行されるには、地区住民も協力す

となります。個々に意識を持ちあえば利用頻度も増し、便

の高齢化率は５０％に近く、数年後にはこれを超えること

をしたいところです。
４月２８日には市長をはじめ多くの来賓と、田尾、山小

総国際芸術祭アート×ミックスへの来場者にも大きな期待

川の地元の皆さんによる記念式典も開催されます。南市原

さて、市政５０周年と並行してアートミックスが来年度

利な足として定着するのではと思うところです。
開催されます。まだどんなふうになるのか想像できない段

の人たちが 、

０４３６（２２）４３０５
担当
霜崎まで
はえーとこおわりんして、いっぺいやんべよ！」
（戸沢里山通信員） Ｅメール
shimozaki@i-cci.or.jp

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

URL

の活性化にとっては明るいニュースとなります。
（大曽根Ｔ里山通信員）

れます。地区民においてはいろいろな形で接することとな

階ではありますが、今年１年間を通して多くの出展者が訪

う願ってい

りますが、何よりも自分たちが楽しめるイベントになるよ

しかも興味深いのは日本と漢字発祥の国である中国とで

加茂地区の

ます。また 、
は全く違う魚に同じ字が当てられてることです。例えば鮎

活動をおこ

あちこちで
しています 。

す。古代中国では占いになまずを使っていたのかもしれま
せん。鮭も中国ではフグの事で、鮭のことは鮏と書くそう

事の執筆をお願いしました。最後の校長先生たちの思いが

・閉校する小学校の校長先生方には本当にご多忙の中、記

は日本ではアユと読みますが、中国ではなまずを意味しま

です。その鮭はアイヌ語で夏の食べ物という意味のシャケ

それに続く

伝わってきます。それぞれの閉校式にはいろいろな思いを

我々もつら
れてこの地

しょう。私たちが生きている限り、閉校となった小学校も

抱いた地元の卒業生が参加して、深い感慨に浸ったことで

ラズを除いて鮭は秋の魚と思い込んでいたので、魚の旬に

区が元気に

ンベが語源だとの説を初めて聞いた時、それまではトキシ
対する感じ方も色々あるのだなあと改めて教わった思いで

なるよう頑

魚という字をさかなと読むようになったのはそんなに古

は起こります。地に足をつけて、見守り伝えて行きたいと

トミックスも含めて今年一年いろいろなことがこの加茂で

・桜も散り、すぐに初夏を迎え、山は新緑に萌えます。アー

また心の中に生きていきます。

した。

張らねばと

す。つまり酒と共に出される料理は全てさかなと呼ぶので、

突然ですがここで質問です。あなたは次の漢字や国字の まなかったようです。言うまでもなく菜は副食を意味しま

前はさかなを酒菜、或いは肴と書いて、魚はウオとしか読 考えているところです。

い時代ではありません。ものの本によれば、江戸時代より

うち読み方をいくつご存知でしょう？

（征矢里山通信員）

情報提供・取材依頼はお近くの通信員へ

思います。
とりわけ酒と相性が良かった魚類をさかなと呼ぶようになっ

必ずしも魚介類に限らなかったとの記述もあるのですが、 ＊駅前に産直を作ろうということになりまして＊
「こにあるいたんぱは、そっちへたてねんばおいねーか

鯛 鮪 鱧 蛸 鯨 公魚 鱶 鯒 鯔 鮗。海に住む生

ら、ちーとそっちふっちゃげーてくれ」
「こっち も,っちゃげっから、そっちはたててもらって、

メールでも受け付けます。
紙面及び記事に関するご意見・お問い合わせは左記へ
こわりかんなー」
「いいっぺよ！おらほがつくったもんはこんなもんだよ、 市原商工会議所

「だいたい、いいっぺけんがあんまんまがてっと、かっ

わかさぎ、ふか、こち、ぼら、このしろが答でした。そう うえからつんなぐればまっつぐんなっぺ」

文頭の字はそれぞれたい、まぐろ、はも、たこ、くじら、

たと考えられるのもまた興味深いと思います。

物の漢字・国字表記を十字挙げてみました。最初の何字か
は読めてもだんだん知らない字が増えて来たのではないで
意地の悪い私としてはもっと珍しい字も出題したいとこ

しょうか？

言えば武家社会で鮗はかなり忌み嫌われていたそうです。

だと思います。
（鈴木里山通信員）

今宵のさかなは何にしようかと迷うのもまた楽しいひと時

ない恐れがあるのでこのくらいしか挙げられませんでした。 「この城を焼いて食う」を連想させるのが理由だとか。

ろですが、あまりマニアックすぎる字だと正しく印刷でき

て下さい。

この程度じゃ歯応えがないとおっしゃる博識の方は堪忍し
魚を表す字には面白いものがいくつもあります。魚へん
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B
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