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　遠い遠い……アジサイが色づく雨の季節。
　雨あめ降れふれ母さんがぁ～♪　蛇の目でお迎えうれしい
なぁ～♪などと歌いながら、雨に打たれて帰る川堤の細い道。
身を粉にして働いている母がお迎えに…なんて事はある筈も
なく、もとより不満も疑問もなかった。
　黄色い帽子のツバ先に揺れる雨の雫

しずく

の…逆さまになって映
りこむ源氏川の風景が、楽しく見えた。何よりも、この季節が終われば、永久に続くかのような夏
休みがやって来るのだった。
　当てにもしていない通信簿を受け取ったら、太陽と水に包まれた夏休みという楽園は、コッチ
のものになる。薄い紙切れをランドセルに放り込んで…道草しながらの帰り道。田んぼの中を流れ
る小川をヒョイと跳び越そうと……岸辺に目やると、二匹のウナギが、ぐたあ～と昼寝（？）。土
用の丑の日を前にして夏バテしているウナギにそお～と近づき…苦もなく捕まえ、家に持ち帰る。
ブリキのバケツに井戸水を汲み…戦利品のウナギをポチャリ。ひと遊びしてから、父の帰りに合わ
せて家に戻り、どれほどの戦いの後に捕まえたのか…を語っては、自慢する。
　ブドウ棚の下の井戸端に、まな板を出し…ウナギの頭に三寸釘をひと打ちすると、右手の包丁で
サッサッと捌

さば

いていく。「お父ちやんは、すごいなあ」と感心しながら、その逞
たくま

しい腕を眺める。
我が家の夕食は、"ボクの夏休み "を祝うかのように………いつになく豪華なものになっていた。

（きくち　あきら）

木崎二町の「ヨマチ」通り
（金井町　根本龍司さん撮影）
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　食べごろになるまで育て

られた梨は味が格別です。

　今年は常陸太田の梨園へ

味の違いを確かめに出かけ

てみませんか！
（萩谷浩司・塩原慶子）

磯部田んぼの「３なし」看板

常陸太田の梨はまるごとエコミュージアム
　なんと今から約130年前の明治10年頃に県下に

先駆けて、ここ常陸太田に梨の木が植えられた。

たび重なる久慈川の氾濫にも耐え、先人たちが技

術を磨き、仲間と協力し、現在のＪＡ常陸太田梨

部会（部会員60名）へと続いてきた。

　栽培面積は、約 24ha。今でも樹齢約 70 年、幹

周り１m 以上の梨の木が実在し、まさに自然の博

物館だ。

常陸太田の梨が美味しいワケ
　常陸太田の水はけの良い肥沃な土に植えられ、

久慈川・里川の清流の水をたっぷり吸い込み、豊

かな太陽の光を浴びて生育し、梨農家の努力と汗

と笑顔の力で甘く大きく育つ。だから、常陸太田

の梨はおいしい。

今年もやります！フォンズ読者へのプレゼント！

「幸水梨３kg づめ」を15名様に
　はがきに　郵便番号、住所、氏名、年齢、

　フォンズの感想をご記入のうえ

　〒313-0061　常陸太田市中城町 3280 番地
　　　　　　　生涯学習センター
　　　「フォンズ幸水梨プレゼント係」まで

　締め切りは７月31日（消印有効）。当選者は賞品

の発送をもって代えさせていただきます。

■幸　　水■
数多い品種の中で現在人気を二分するおいしい梨

■二十世紀■
青梨の代表、梨といえばこれ
という方も多いそうです。

■新　　星■



桜の開花にちょっとおくれて梨も
真っ白い美しい花を咲かせます。
その花に見とれるまもなく受粉作業
が始まります。（４月）

梨の販売時期

筑
チクスイ

水　　 ８月上旬～

幸
コウスイ

水　　 ８月中旬～

豊
ホウスイ

水　　 ９月上旬～

秀
シュウギョク

玉　　 ９月中旬～

菊
キクスイ

水　　 ９月中旬～

長
チョウジュウロウ

十郎　 ９月中旬～

二
ニジュッセイキ

十世紀 ９月下旬～

新
シンセイ

星　　 ９月下旬～

新
ニイタカ

高　　 ９月下旬～

品種によっては栽培して

いないこともありますの

で詳細は梨園にお問合せ

ください。

ＪＡ梨部会　　

   （72）7171

新潟県の品種「天の川」と高知県の品種「今
村秋」を交配してできた品種なので、両県
にちなんで「新高」と命名されました。晩
成の品種で10月ごろまで出荷されます。と
ても大きな梨で、１kg以上あることも…。
見た目と違って味は「大味」ではなく、晩
秋のお奨め品種です。

緑のトンネルのような梨園の中（５月）

子どもたちが地域の特産品梨の勉強
に訪れました。（９月）

■筑　　水■

「筑水」という梨は最初の一口をいただく時
甘い「桃」の香りがします。市内でも栽培し
ている農家がまだ少ない話題の品種です。

■新　　高■

■幸　　水■ ■豊　　水■
数多い品種の中で現在人気を二分するおいしい梨

■二十世紀■
青梨の代表、梨といえばこれ
という方も多いそうです。

■秀　　玉■
雛人形の名前ではありません。
れっきとした梨の品種です。

■新　　星■ ■長 十 郎■

おすすめ番外編ちょっと おすすめ番外編
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★走り始めたきっかけは？

　子供のころから走ることは好

きだったんです。特に運動会は

いつも楽しみにしていたんです

よ。大学時代に水泳部に６年間所

属して、卒業してからはたまに千

波湖の周りをジョギングしていま

した。その後、結婚・出産・子育

てなどで走ることはやめていたの

ですが、２０００年のシドニーオ

リンピックの高橋尚子さんの金メ

ダルに感動したんです。「走りた

い！」と思ってすぐに山吹に行き

グラウンドを３周走りました。そ

れからは、仕事や家事の空く時間

に山吹で走っています。

★競技としてフルマラソン

を走ろうと思ったのは？

　２００１年に勝田マラソンの

１０Ｋｍを走ったんです。自分が

走り終えてもまだ走っているフル

マラソンの選手を見ていたら、「フ

ルマラソンを走ってみたい。」と

思ったんです。フルマラソンを走

るという目的だけで２００２年２

月の勝田マラソンを走ったのです

が、３時間３４分５５秒という良

いタイムが出たんです。あと２０

分縮めると（３時間１５分）国際

マラソンにエントリーが出来るタ

イムなんです。「もしかしたら自

分にも出来るかも知れない、東京

国際を走ってみたい。」と思った

ことが競技を目指し始めたきっか

けですね。

　それからは競技を目指して走

り始めて、２度目のフルマラソン

２００２年１１月の筑波マラソン

で２時間５５分４３秒のタイムを

出しました。その後は、２００３

年３月の名古屋国際女子マラソン

で２時間５７分４８秒。そして、

２００３年の東京国際女子マラソ

ンで２時間５５分４３秒の記録が

出たんです。普段から着順は気に

せず自分のベストを目指して走っ

ているのですが、２８位の成績は

とても嬉しかったです。

★これからの目標は？

　これから４～５年は自分のベス

トタイムの更新を目指したいんで

す。何かを犠牲にしてマラソンに

取り組んできたのではないので

す。その時その時に可能な時間、

家族の協力が得られる範囲の中で

走ってきたのです。これからも、

現在の生活の中で出来る最善の準

備をして大会に出場したいと思い

ます。出来れば、日本で一番速い

おばあちゃんになりたいですね。

　いつかは、自己ベストを更新す

ることを諦めなくてはならない日

が来ると思います。でも、かけっ

こが大好きだからその日が来ても

ずっと楽しく走り続けると思いま

す。　　　　（取材：五十嵐　弘）

　第２５回東京国際女子マラソン大会の事を憶えていらっしゃい

ますか？アテネオリンピックの代表権をかけて、高橋尚子選手を

はじめとする有力選手が出場した大会です。高橋尚子選手は、２

位に終わり残念ながらアテネオリンピックの代表権を獲得できま

せんでした。

　高橋尚子選手から数えて２７番目にゴールした選手、ゼッケン

１０１番タイム２時間５５分４３秒。その選手が常陸太田市在住

の市民ランナーだったことをご存じでしょうか？

永　井　真友美さん

「かけっこが大好きだから…」

追記：永井さんは、６月26日に開催された茨城県選手権大会10,000ｍの部で３位入賞。その記録37分45秒69は、
マスターズ（Ｗ40クラス）の日本記録です。すごいですね !!

いつもは寿町の永井歯科クリニックの院長さんです



～みたいなぁ…って言うな

　末っ子のユキノがこの春１年生になりました。外面の良さも手伝って張り切

りまくる彼女は３人の子どもの中では１番楽が出来るかなとたかをくくってい

たら、そうでもありませんでした。やはり子どもは一人一人個性があります。

都合が悪くなる度に「おなかが痛い」「胸が苦しい」と逃避するし、「宿題が出

来ない」と言ってはユースケに答えを教えてもらうなど、もしかして一番手が

かかるかも。

　さて、そんなユキノがある朝「胸が苦しいので学校を休む。」と言い出しま

した。――ついに我が家にもこの時が！――なんて事を思う余裕もなく「なに

を言ってるの、元気なくせに。」と返していました。いつもならその程度で収

まるのですが、その日はどんどん深刻な顔になってきて、これはこのまま登校

させてはまずいかも、と。結局、上の子ども達を先に登校させて話を聞く事に

しました。自分でも考えをまとめる時間がほしい。しばらくすると少し落ち着

いたユキノはポツリポツリと理由を話し出しました。まあ、大人が聞くと、なぁ

んだ、そんなことか、と思うようなことでしたが、６歳の子どもにすれば深刻

なことだったのでしょう。結局は朝のうちに先生とお話しする時間をいただい

て、ユキノ自身で教室に入り、何事もなく元気な「ただいま。」を聞きました。

当たり前のことですが、たとえ子どもでも一つの人格をもっています。必ずし

も親と同じ思考回路を持たないし、それを親が理解するのは難しいことだなと

思いました。子どもの方でも大人が経験済みで「こうすればいいんだ。」と言

うようなことでも難問に思えてしまうのですね。しつけでも同じで経験上こう

した方がよいということも子どもには理解できないのでしょう。私も親に同じ

事を何度も言われてそれでもその通りには出来ず、失敗を繰り返し、時にはう

まくいったりしながら大人になったのにね。私の親も歯がゆかっただろうな。

でも、思い通りの人間に育てようとは思わないけど当たり前の人間に育てるの

も大変だなあ、と思った日でした。　　　　　　（わいわいネット　織田　裕子）

　「ある家族の苦しみを描くことで

戦争を生み出してしまったアフガニ

スタンの土壌が見えるかもしれな

い。強者が弱者を支配するという考

え方のすぐそばに戦争への道のりが

あったとしたら、そのことを考え直

すことが大事なのではないか。」そ

う語る川崎けい子さんは常陸太田市

の出身です。「戦争体験を次の世代

に語ることが失敗を繰り返さない

学びになる。そして、人々がお互い

にいつくしむ関係の中からヤカオラ

ンの春が訪れるのだという思いを込

め、タイトルにしました。」危険な

地域へ何度も足を運んで作り上げた

ドキュメンタリー映画とお話にぜひ

ふれてみてください。

映画上映会と川崎けい子さんのお話
　日　時　９月４日（土）午前10時～上映

　会　場　生涯学習センターふれあいホール

　問合せ　川上英子さん　TEL（７２）１４２０

同時開催・アフガニスタン難民の写真展
　日　時　９月３～４日（金～土）

　会　場　生涯学習センター

監督

川崎けい子さん

入 場
無 料

ヤカオランの春
あるアフガン家族の肖像

ヤカオランの春
あるアフガン家族の肖像



　６月10日の創立記念日を前に６月９日に太田小学校（校

長　白石克彦）において創立を祝う集会行事が行われま

した。創立記念集会は、毎年５・６年生の運営委員会の児

童を中心に企画運営がなされ、会場である体育館には、全

校児童一人ひとりが願いを込めた折り鶴が飾られました。

　今回の集会では、創立131年という長い歴史と関連

づけ、「巨樹巨木の会」の会長である川上千尋先生の

記念講演も行われました。

　講演は「太田小の校歌の背景」と題して、校歌の作

詞者伊藤正弘先生のお話や校歌にある鯨が丘の名前の

由来等について、たくさんの資料をもとにお話をいた

だきました。特に、児童たちは「くじらの骨」を見て、

一斉に驚きの歓声をあげていました。

　また、各学年による創立に関するメッセージの発表

も行われました。

陶 魂 ク ラ ブ
　昨年、グリーンふるさと振興機構が募集した穴窯づく

りボランティアの参加者で、自然休養村管理センター付

近に完成した窯をいつまでも守っていきたいというメン

バーで結成されたのが「陶魂クラブ」です。

　活動の中で１番大切なことは、窯焚きです。４日間火

を焚き続ける大変な作業ですが、これを何よりも楽しみ

にしているというメンバーもいます。薪くべをしながら

感じる「炎」とか「夜」には人を沈黙させてしまう不思

議な魅力があるのでしょう。

　毎月第１土曜日の定例会では薪割りや、仮設の薪小屋

を立てたりしています。今後は窯の周辺に枕木を敷いて

花を飾ったりと、周りの自然に溶け込みくつろげる場所

にしていきたいです。

　９月２４日（金）ＰＭ６：００～

　窯の火入れにあわせ、小さなコンサートを開きます。

　穴窯から立ち昇る炎を背景に、秋の夜に響く調べをお

楽しみください。

入場
無料

炎
ひ

と音
お

楽
と

の祭典（仮名）

【問い合わせ先】

（財）グリーンふるさと振興機構

ＴＥＬ　０２９４（７２）２２６６

創立記念

131歳おめでとう集会

学び舎から 太田小学校



パイレーツ・オブ・カリビアン
（２００３年作品）

　夜に太田でのんびり映画でも観られたらなぁ～と思っていた

人、けっこういると思います。それが今年の夏、実現するんで

す。それもあの大ヒット作、『パイレーツ・オプ・カリビアン』

が……。この映画は、制作がディズニーということもあって、大

人から子どもまで楽しめること間違いありません。夏休み最初の

予定に家族で映画なんてのはいかがでしょうか。　　（山田秀樹）

パイレーツ・オブ・カリビアン
（２００３年作品）

７/24（土）

観覧申込受付中

亡霊怪猫屋敷
（１９５８年作品）

亡霊怪猫屋敷
（１９５８年作品）

８/21（土）

観覧申込７/17（土）～

18：30～ 10：00～

　ふた昔前は夏になると各映画館では、怪談物を上映するというのが定番でし

た。ですが現在では、“怪談物”と云えば外国のエイリアンやクリーチャー等

のようなもの。そこでテレビやビデオではめったに観られない日本の怪談のコ

ワサをこの機会にジックリと大画面でぜひ味わってください。この映画を観た

夜、或いは雨のそぼ降る暗夜にあなたの身のまわりにも、ひょっとすると何か

異変が……。充分に御注意のほど。　　　　　　　（CINE  Writer　小島　功）

　「ちん電守ろう会」は、里美・佐竹・太田二・日立商業・日立工業高校の生

徒会役員が中心となっています。これまで、日立電鉄線の維持存続をもとめて、

街頭での署名活動やフォーラム、県知事への要請などを行ってきました。

　また、一人でも多くの人たちに「ちん電」を利用してもらうことや私たちの

活動を知ってもらうために、「ヤーヤーちん電祭り」を計画しました。

　これからも「ちん電」を守るために精一杯項張ります。皆さんも応援してく

ださい。　　　　　　　　　　　　　　　　県立太田二高生徒会　島根　浩美

　フォンズのご感想・ご意見をはがきでお寄せください。

抽選で 20 名の方にフォンズでご紹介した中から「常陸

太田のおいしいもの」引換券をプレゼントいたします。

　◆米菱醤油　　　◆パピヨン

　◆くじらや　　　◆キムチ直売藤原

　◆会沢豆腐店　　◆チキンデリカはたや

　◆なべや　　　　◆東洋堂

　◆宝月堂　　　　◆立川醤油
（プレゼントご協力店・順不同・敬称略）

地元のおいしいものを味わおう！

あて先　〒313-0061　常陸太田市中城町3280

　　　　常陸太田市生涯学習センター内フォンズネットワーク

締　切　７月31日必着
＊はがきにお名前・ご住所・年齢・電話番号をお書きの上ご応募ください。

フォンズ20号記念プレゼント再募集！

《お詫びと訂正》
　前号（第19号）の３ページ、大豆の記事中、「納豆小粒」の紹介で「国産挽き割り納豆の原料として使っています」とあるのは、「国産小粒納豆

の原料として使っています」の誤りでしたので、お詫びをし訂正いたします。

フォンズ20号記念プレゼント再募集！フォンズ20号記念プレゼント再募集！

常陸太田の風景写真や短歌俳句なども引き続き

募集しています。ふるってご応募ください。

市民のみなさん「ちん電」を守ろう !!

日　時　　８月８日（日）　１０：００～１５：００日　時　　８月８日（日）　１０：００～１５：００日　時　　８月８日（日）　１０：００～１５：００

場　所　　生涯学習センター

内　容　　・日立電鉄の維持存続に関するシンポジウム

　　　　　・ちん電に関する絵画、写真展示など

　　　　　・演奏会・焼きそば、かき氷などの模擬店

主　催　　日立電鉄の維持存続をもとめる高校生徒会連絡会（略称　ちん電守ろう会）

　　　　　（里美・佐竹・太田二・日立商業・日立工業高校生徒会）

後　援　　日立電鉄線を存続させる市民フォーラム

　　　　　（問い合わせ）事務局　佐竹高校生徒会顧問　篠原睦美 0294（72）3333

日　時　　８月８日（日）　１０：００～１５：００日　時　　８月８日（日）　１０：００～１５：００日　時　　８月８日（日）　１０：００～１５：００日　時　　８月８日（日）　１０：００～１５：００

「ヤーヤーちん電祭り」にみんなあつまれ

日立電鉄本社の前で

橋本県知事に「ちん電」の存続をもとめる



　「読み聞かせは情緒の発達に著しい効果があり是非子供と共有の時間を持ち…。」

と何度も耳にし、その度に試みるも二日と続く事がなく挫折の繰返し。そんな

根
（ぐうたらな）

性なしの母を持った我が息子は幼い頃から図鑑や専門カタログを愛読書とする

鉄道マニア。字が多い絵本を嫌がる彼が図書館で選び何回も読み返したのがこの

絵本。そして実際に御殿場線まで足を運び松田駅より乗車。息子はお気に入りの

運転席の脇に立ち電車の前に広がる風景に心躍らせてる様子。一駅一駅通過する

度に私達の脳裏に絵本の中の世界が流れ、自分の目でそれを一つずつ再確認し、

蒸気機関車が走っていた昔に思いを馳せ、絵本が記憶の一部となった各駅停車の

旅でした。突然車窓から視界に現れ、まもなく雲に隠れた富士山が、朝日の中キ

ラキラと輝いていた美しさを今でも鮮明に思い出します。

　このナナホシテントウを筆頭に、日本にはお

よそ150種程ものテントウムシがいる。彼らは

攻撃されると足の関節から分泌するアルカロイ

ドを含む臭い液で敵を撃退する。だから鳥の視

界からでもよく目立つくっきりとした赤黒のど

派手なコスチュームでも平気なのだ。

　彼らは結婚式でサンバを踊ってみんなを楽し

ませてくれるばかりでなく、草木につくアブラ

ムシを捕食する益虫でもあるのだ。

（写真と文　関 隆尚・浩美夫妻）

ともうひとつ！　ここは子ども達がたくさんやって来るお

店なんです。今では懐かしい駄菓子が並んでいて、お小遣

いを手にどれにしようか…悩む子どもの姿。そんな中、決

まるまでゆっくりと待っててくれるお店の奥さんと子ども

達のやりとりには、地元ならではの心の通うあたたかいも

のを感じます。子ども達が育ってい

く中で大切だと言われている「地域

のまなざし」はこういうことなのか

もしれません。昨年の大祭礼で賑わっ

た八幡様へお参りする人々と、その

歴史を静かに見つめてきたお店なの

だと思います。　　　　（後藤百合子）

リレー

エッセイ「思い出の絵本」～20～
（幡町　杉 浦　瑞 穂） 御殿場線ものがたり

【定休日　月曜日】
馬場町572-6
　72-2328

ほっ
とひといき

ナナホシテントウ
 （テントウムシ科）

小林製菓
ちょっと

ひといき

初めて買ったＬＰ
私の宝物

　このＬＰの２曲目、「プリーズ・ミスター・ポストマン」が大

好きでした。シングル盤の発売がなかったので初めて買ったＬＰ

で、英国原盤（４人の顔の半分に光が当たっている有名なジャケッ

ト！）とは曲順違い、右側スピーカーから歌、左側から演奏が聴

こえる擬似ステレオの日本特別編集です。

　当時はカーペンターズの全盛期。ラジオから「イエスタデイ・

ワンス・モア」「スーパースター」「シング」などが流れていました。

「プリーズ…」も最初聴いたのはカーペンターズ盤。でもよりパワ

フルなビートルズ盤の方が好きでした。

　あれから30年。ジョンもジョージもいなくなったけど、レコー

ドの中のビートルズは昔のままです。　　　　　　　（武藤　健治）

店主おすすめ「印籠最中」

　馬場八幡宮鳥居の左

側、少し奥にお店があ

ります。

　『甘いもんはココ！』

と常連のお客さんが多

く、季節の和菓子など

を求めにきます。それ


