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　パルティホールや生涯学習セン

ターが建つ場所には、およそ３０

年前、あたり一面蓮田や田んぼが

あり、メダカやタニシ、タガメ、

タイコウチなどが生息する農業用

水路や小川が流れていました。

　学校から帰ってくると、ラン

ドセルを置いてすぐにその小川

に向かいました。透明に透き通っ

た小川の中に目を向けると、タガ

メがおたまじゃくしを食べている

ところやゲンゴロウがスイスイと

気持ち良さそうに泳いでいるのを

見ることができました。時にはそ

のメダカやタニシ、タガメを捕ま

えて、家に持ち帰って水槽で飼育

をしたりしました。誰かに言われ

たわけではなく、子どもながらに

自然と水生動物や水生昆虫の観察

を行っていたのです。今では、身

近にタガメやタニシを自然の中で

見ることは難しくなってしまいま

した。子ども達にタガメやタニシ

を教えようとしても、図鑑やイン

ターネットで写真を探して見せる

ことの方が容易になってしまいま

した。まちの近代化や生活の便利

さと引き換えにリアルだったもの

がバーチャルなものへと変わって

しまうのでしょうか？未来を担う

子ども達に本物を知る機会を作っ

ていきたいですね。　（Ｓ．Ｋ）



ふるさとにまつわるさまざまなテーマの石像が並ぶ秋の散策山歩きの

道。風を切って走り抜ける人、道しるべを丹念にたどりながら歩く人、

人それぞれにあった散策の道。秋の豊かさを求めて金砂郷へ小さな旅に

出かけましょう。

西金砂登山マラソン
今年で６回目を迎える金砂郷登山マラソン大会、コース

はそば街道マップとほぼ同じ、高低差300ｍある15kmコー

スのちょうど中間地点に西金砂郷神社があり、ランナーは

100段の石段を駆け上ります。マラソンで流した汗は「西

金砂郷湯けむりの郷」で洗い流したり、常陸秋そばのサー

ビスやお米や納豆などの参加賞もあるという盛りだくさん

のマラソン。全国からやってくるランナーを街道で応援し

ながらの散策も楽しさいっぱいです。

開 催 日　11月20日（日）

会　　場　西金砂湯けむりの郷「金砂の湯」前

種　　目　登山マラソン　15km/５km

申込締切　10月21日（金）消印有効

参 加 費　一般3,000円　高校生2,000円

問 合 せ　西金砂登山マラソン事業局

　　　　　　金砂郷教育課スポーツ振興係（76）2221

５km男子40歳以上で４位入賞者（右）
若々しさ満点です。

コースから望む西金砂神社（上）
と石段の前の大銀杏（下）

沿道に咲く花たち。
メマツヨイグサ（下）

フサギ（上）

センニンソウ（右）

ヒオウギ（左上）

コマツナギ（右上）

①かじか ⑪猿田彦 ⑰まつり山へ帰る 四方固め

こんな風にゴールテープ
を切ってみたい !?（下）。

秋の実りの宝庫　金砂郷散策のすすめ

西金砂神社展望台より



日　時　11月12日・13日（土・日）　午前９：30～午後４：00

会　場　常陸太田市交流センターふじ、金郷小学校体育館

★新そば食べ歩きコーナー　　 ★常陸秋そばそば打ち体験教室

★全国子どもそば打ちグランプリ　（金郷小学校体育館）

★そば打ち日本一名人戦　　　 ★蕎麦関係の商品や地域特産物の直売

そば街道の道しるべ・石像は、十二支、大祭礼にまつわるもの９体、そば関連が７体

など全部で36体あります。「くまがい草」の石像（写真左下）のある辺りは旧金砂郷

町指定天然記念物くまがい草の群生地であるなど、その地域のさまざまな資源を象徴

する像でもあります。

このページの写真は生涯学習センターの

学生ボランティアさん（右）が撮影。セン

ターでは高校生・学生のボランティアを

受け入れています。

詳しくは（72）8888　担当・鈴木

高名な蕎麦屋さんのブースで本格蕎麦に

舌鼓を打ちながら「友の打つそばの味も

いけるんだよなぁ」とふと思う。「好き

こそものの上手」は昔も今も変わらない。

町の中で自分の好きなものごとに出会え

た人はみんな笑顔が輝いていました。

（塩原慶子）

常陸秋そばフェスティバル～2005金砂郷まつり

子 ど も そ ば 打 ち そ ば ま つ り 会 場

③そばの花 ⑥そばを打つ人

⑩　寅 　酉（鶏）

　戌 　亥（猪）

　くまがい草



―常陸太田市商工会青年部―

　市内の商工業者の後継者の集まりである、商工会青年部は

今年、創立40周年を迎えました。商売繁盛は、地元の地域の活

気や豊かさあってこそのものとの意識のもとに祭りや様々な

まちづくり活動をしています。これからも市民のみなさんに

愛される青年部として活躍していきたいと思います。

商工会青年部部長　山形　敏夫

Loveおおたフェスタ　2005開催!!
10月23日（日）ＡＭ９：00

場　所　パルティホール

創立40周年記念事業（久自楽舞まつり）

40404040歳になりました!!歳になりました!!40歳になりました!!

40年の

あ ゆ み

・太田ＭＡＸかるた＆太田漫遊すごろく

・射的＆ダーツ

・模擬店（やきそば・カレー・うどん・そば）

・フリーマーケット　　etc

募集 　チェルシーamis

内　　　容　　イベント盛り沢山 !!　みなさん見にきてネ！

お問合わせ　　Tel　72-5533（商工会）まで

今年の太田まつりでの雨の演舞、天候も感じさせない熱気が

とても印象的でした。興奮さめやまぬままフェスタに突入!!

クリスマスツリーを創りましょう！

●場　　所　パルティ　小会議室

●募集人数　30 名

●参加費用　800 円

●申込方法　72-0158　まで



　こんな風に毎回、子供に関するコラムを書かせて頂いている私ですが、自分は、

ずっと子育てには向いていない母親だと思っています。

　独身の頃は、子どもの相手は苦手だと思っていたし、今でも小児科に勤める

よりは、お年寄りを看させていただくほうが、性にあっていると思っています。

何かの本に、子どもが苦手な人は、自分が子どもなんだと書いてあったのを読

んで、「そうだ、その通りだ。」と納得したのをよく憶えています。

　そんな私ですから妊娠中とても心配でした。「可愛がれるのかな・・・」と。案外、

大丈夫でした。やはり、自分の子は可愛いし、自分の子を可愛いと思えるよう

になると、よその子も可愛くなりました。ただ、今度は「私は良いお母さんでは

ない。」と思うようになりました。

　私の周りのお友達は、本当に理想的なお母さんばかりです。子どもの目線に

立って、ほめる、励ます、たしなめると言うことが実にたくみです。小さい子

を扱うのが下手なのは、苦手意識のせいだろうと思うのですが。今、スミレが

成長して何が一番楽かといえば、会話です。スミレのほうが成長したから、い

ろんなことを説明したりしなくても会話がスムーズに運ぶのでとても楽です。

「子どもが苦手な人は自分が子ども」を実感しています。

　いくら母親には向いていないとはいえ、こんな母であっても子どもたちにし

てみれば大好きなお母さんのようです。長男のユースケが、先生に「何が一番

嬉しい？」と聞かれたとき、「頑張るとお母さんが抱っこしてくれること。」と

早答したそうです。５年生にもなって抱っこなんてねぇと思いながら、私は子

どもの存在をありがたいと思いました。きっと出来ないと思っていた子育ては

自分が成長するために必要な時間だったし、守ってると思っていた子どもは私

のことも守ってくれているんだなと思います。

　「行って来ます。」と家の玄関を出ると 30 秒で仕事のことばかり考え出すお母

さんでごめんね。でも、「お疲れ様。」と職場を出ると 25 秒であなた達のことば

かり考えているから。

　元気で大きく育ってください。　 　　―― わいわいネット　織田裕子 ――

毎晩　増えた白い毛を数えてます

地域の伝統芸能を学ぶ

常陸太田市立金砂小学校

学び舎から

『かなさっ子』

　本校区には、西金砂神社があり、約９００年前から伝わ

る田楽舞は、国選択・県指定無形文化財になっています。

地域の伝統芸能を知り、民俗文化を学ぼうと平成６年度か

ら、地域に伝わる田楽舞や太鼓の練習を全児童で取り組ん

でいます。昼の活動や総合的な学習の時間に練習し、上級生

が下級生を指導するようになり、全児童たちに強いつなが

りが生まれてきました。地元の田楽師の方を招いて指導を

受けたり、練習の成果を発表したりする機会もあります。

装束を身につけ、キリリとした表情に変わる子供たちに出

合うとき、自然と伝統の重みを感じます。田楽舞を経験し

た卒業生は、７２年に１度の大祭礼で獅子を演じました。

　また、田楽や太鼓に取り組めることは自慢であると感じ

た卒業生もいました。ふるさとに誇りをもち、心豊かな「か

なさっ子」が育っていることに喜びを感じています。



里美かかし祭
（11月５日～12月４日）に参加するには・・・

１　高さ１ｍ以上のかかしを手づくりする。（その他の制限なし）

２　応募をする。里美観光協会

　　　　　　　　（常陸太田市里美支所産業課振興第一係）

　　締切　平成17年11月１日（火）

　　電話　０２９４－８２－２１１１（ＦＡＸ８２－２３０９）

３　作品の搬入

　　（ふれあい館広場のエントリーされた場所へ自ら設置する）

　　11月２日（水）午前９時～午後５時

　　11月３日（木）午前９時～午後５時

４　審査　11月４日（金）午後１時30分～

　　（里美観光協会が委嘱する審査員による。）

５　表彰式12月４日（日）午後１時30分～里美支所

６　搬出日12月４日（日）表彰式終了後各自搬出する。

　＊搬入・搬出及び開催期間中におけるかかしの事故等について

は、一切責任は追わないものとする。また、展示期間が30日

と長いため開催期間中、形が崩れた場合には、本人が修復を

お願いします。

349号線を市役所から里美方面へ向うと毎年大きなかかしオブジェ

を見かけました。それはある会社の方たちが、里美かかし祭に出品

した作品だったのです。

かかしを長年出品している方にお話を伺いました。

案山子祭り出展までの一ヶ月間は、私たちの
「夢創造時間」です。

　まず今年の流行は何だろう？何を作れば子供たちが喜んでくれる

だろうか？何を訴えようか？そんな項目から社員全員が頭をひねり

ます。昨年はお休みしましたが、通算11作目となる今年は、もはや

私達の頭の中は「夢創造時間 ON」になっております。

「わらで作らなければグランプリは獲れない」「あれは案山子じゃな

くてオキモノでしょ。」とも言われますが、そんな声は聞こえない

ふり、ハリボテにペンキ！このスタイルは誰がなんと言おうとも変

えません。そのスタイルこそが一番子供達の笑顔を誘うと信じてい

るからです。そんな「夢創造時間」を今年も社員一同楽しみます。

ご期待くださいね。　　市内町屋町　かかし大好き某会社社員一同

　（桐原早苗）

かか
しを手

作りして、第
18回里美かかし祭に参加しよう！里美の秋は、ユニークなかかしがいっぱい！

里美ふれあい館イベント広場にあつまれ！

さとみ秋の味覚祭（11月５・６日）はおいしさもたっぷり！

2004年のかかし祭りの様子



お む びす

　11月はウイークエンドシネマ選考委員の（淀川長治こと）小島さんが選んだ２本を上映いたします。喜劇映画あり無声映画
ありといつも観ている映画とはまた違った感じで楽しむことができるかと思います。昔の映画が苦手だという人も、ぜひこの
機会にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。きっと映画のジャンルが広がると思います。
　12月は不朽の名作『カサブランカ』を上映いたします。この映画は、世界中で愛された『カサブランカ』をまたスクリーン
で観れるチャンスは滅多にありません。ぜひこの機会をお見逃しなく！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山田秀樹）

　美しく魅力的なイングリッドバーグマンとハン

フリーボガードファンの皆様、お待たせしました。

あの有名なカサブランカを上映致します。

　映画は第二次大戦勃発時、フランス領モロッコ

のカサブランカでの出来事。イングリットバーグ

マン扮するイルザは地下組織活動家である夫ラズロが逮捕され殺害された

とのうわさを聞き消沈しているところにハンフリーボガード扮するリック

と出合う。２人は心を通わせるが、ドイツ軍入域の混乱の中、離ればなれ

になってしまう。イルザはあとに無事釈放されたラズロと一緒にいるとこ

ろをリックと再会する。リックは警察に追われているラズロとイルザを出

国させるため２人を逮捕しようとした警官を警察署長の面前で射殺してし

まう。

　はたしてリックの運命は？ラズロとイルザは出国できるのか？ラズロの

指導でドイツ国歌とフランス国歌の競い合いになるところはおもしろい。

「愛は相手を思いやる事」というメッセージが伝わってくる。（菊地篤子）

カサブランカ

上映日時　12月17日
①９：30～　② 18：30～

トザイ、トーザイ！ 11月度は“笑
しょう

月
げ

期
き

”のヒトトキ、というテーマ

で洋の東西より喜劇作を１作ずつ、豪華２本立てで上映いたします。

あまりの笑撃のショックで、あごをはずしたりお腹の皮をよじりす

ぎて腸ねん転など起こさぬよう。ツルカメツルカメ！

「キートンの線路工夫」……世界の３大喜劇王の一人。スクリーンで

は笑い顔を絶対見せないという「笑わぬ喜劇俳優」がトレードマーク。

サーカスの団員だったというのも不詳ですが、身軽なスタントぶり

に観客のツラの皮はゆるみ、手には冷や汗…。バスターキートン主演。

「ますらお派出夫会」……1953年前後、強烈なギャグと世相の風刺を

持ち味に、漫画界にひとりの時代を築いた秋山馨が、週刊誌に連載

した漫画の実写版。題名は難しそうですが、よーするに派遣会社か

らの男の社員の仕事先でのてんやわんやの大騒動を描いた物語。当

時の東宝専属のお笑い芸人が大挙出演している珍品版。この映画は

大人気となり、続編まで制作された。エノケン・ロッパ・金語楼・

のり平他出演（CINE WRITER 小島功）

①キートンの線路工夫　②ますらお派出夫会

上映日時　11月19日　９：30～
（① 1965年 アメリカ映画 無声25分　② 1956 年 邦画 43分）

（1943年字幕１時間40分）

『カサブランカ』©1943 Turner Entertainment Co. A 
Time Warner Company. All Rights Reserved.

の 会
　　　　　（問い合わせ：石塚 76-2032）

　おむすびの会では、金砂郷地区の幼稚園や小学校の子ども達へ、毎月お話を届けています。メンバーは、

現在20名、子ども達の笑顔に出会うことを楽しみに活動している皆さんです。練習会場へ伺うと、次回発表

作品の読み稽古中。「その役柄は、こんな風にしてはどお？」と、互いに意見を出し合いながらの練習。ア

ドバイスを生かして、納得いくまで読み合わせます。

　「お母さんの膝に、だっこしてもらいながら読んでもらうお話は、とても心に残ります。読み聞かせでた

くさんの物語に出会い、子ども達の世界が豊かになるお手伝いができたら嬉しいです。」10年以上続けてき

たので、活動の中で出逢った小学生が今では大学生になりました。また街でその子たちが逢うと声をかけて

くれる事もあります。そういうことが何よりの励みになっています。合併で地域が広がり、さらに多くの方々

と出会えることを楽しみにしています。
（後藤百合子）

Ｑ　「おむすびの会」名前の由来は？

金砂郷特産のこしひかりに鮭やたらこ、梅干

……と、いろんな具をぎゅーっとにぎると、

おいしいおむすびが出来るように、個性豊か

な仲間が集って「おむすびの会」が出来ました。

Ｑ　お話のレパートリーは？

スーホの白い馬、よだかの星、かえるのうた、

三年峠、たぬきの糸車、走れメロス、かさじ

ぞう……など、１年を通して楽しんでもらえ

るようにしています。

～私たちと一緒に本の世界を広めませんか？～

金砂郷読み聞かせサークル



　世界の各国で知られている『星の王子さま』に私が出会ったのは、ずいぶん大人になっ
てからです。
　星の王子さまが、星の見物で出会った大人達（王様・うぬぼれ男・呑み助・実業屋・点燈夫・
地理学者……）は、権力を使っていばる人や何でも感心されたい人、数字ばかり気にす
る変な大人ばかり。大人になっていた私は、何だか寂しい気持ちになってきました。
　しかし、クライマックスに近づくと７番目の星（地球）で出会ったキツネが秘密を教
えてくれます。それは「心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ」「肝心な事は目
に見えないんだよ」その言葉に心がジーンと温かくなりました。
　数年前に亡くなった父も同じ様な事を言っていたのを思い出します。嬉しい時、悲し
い時、怒っている時、迷っている時、人の良し悪しは見た目ではなく、お互いが素直な
気持ちで向き合える心「人を思いやる気持ちが大切なんだよ」と言っていました。その
時は聞き流していた言葉でしたが、今思い返してみると一番大切な事を教わっていたの
だと思います。
　忙しい毎日を過ごしていると、目に見える物しか見えていない時があります。分かっ
ていても流されてしまいます。
　この物語は、大切な事を思い出させてくれた思い出の一冊です。この本を購入した頃
から私は、絵本好きな仲間達と読み聞かせの活動をしています。ステキな本に出会える
事で多くの人に思い出を作ってあげたいと思っています。
　子供達は、これからいろんな人達と出会うでしょう。目には見えない本当に大切な『心
の目』が育っていく事を願っています。

リレー

エッセイ「思い出の絵本」～26～

（次回は中
（旧金砂郷）

野町　塙　英
ひで

子
こ

さん）

（馬場町　大森美
み

安
あ

紀
き

）

トラマルハナバチ（膜翅目ミツバチ科）
　日本では１５種が確認されているマルハ

ナバチ。種によっては舌が長く、筒状の花

から蜜を吸うのが上手。その受粉媒介能力

を買われて、西洋種が輸入され、減農薬栽

培のハウストマト農家向けに利用されてい

る。モコモコの黄色い毛がとてもゴージャ

ス。

（關　隆尚）

ホッ
とひといき トラマルハナバチ ちょっと

ひといき

　暑かった夏も終わり、吹く風が心地よくなってきました。いつの間にか、暑く情熱的な夏よりも爽やか

で心落ち着く秋を心待ちにするようになりました。（これも年をとったせいかな？）季節の中でどの季節

が一番好きか妻と話しをしました。妻は「秋も大好きだけど夏が一番好き！でも、新緑の春も好きかな～

寒いけど冬の里山も捨てがたいな～」結局、「妻はまだまだ若い」という結論が出ました。みなさんは、

どの季節がお好みですか？常陸太田に素晴らしい季節がやってきました。フォンズを片手に素敵な常陸太

田の秋を満喫してください。

　前号の懸賞の結果をご報告します。「かぼちゃのタルト」は２名の方。「お米」は10名の方が当選しまし

た。おめでとうございます。「かぼちゃのタルト」は発送をもって、「お米」は当選者への通知をもって発

表に代えさせていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十嵐　弘）

編集
後記
編集
後記

　毎月６品、季節感ある「期間限定メニュー」が楽しみです。

名前が「ゴムバンド」というバンドのメインボーカルもつと

める店主田仲さんは、メニューのネーミングも個性的で「特

性坦々麺Ⅱ」、「山賊ラーメン」、どんな料理なのかつい注文

したくなります。

　（Ｓ．Ｕ）

お ぐ ら や

定休日　日曜日　　　　　　　　　　　高柿町３３１－４

ＴＥＬ　７６－２０３５　　　　　　　金砂郷支所すぐ近く

「ビギンに似てるとよく言われます」

　店主の田仲さん

山賊ラーメン　　680円


