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水の想い出 29
 家の近くを里川が流れ、小さな橋がある。我が家の田圃の仕事に
は必ず渡る橋である。初夏になると橋の付近での魚取り、多くの友
達が集って来る。石の下にひそんでいる魚にそうっと手を差し延べ

る。「あっ、いた、いた」手のひらに魚がのるその感触は何とも言えず、息を秘そめたものである。時折、
素足のひらに魚がもぐり、「おっ、カジカだ」思いがけぬことに微笑み、つかまえては得意気になったり
した。
 やがて夏休みが近づく頃には、上流の深みで「水あび」（水泳）に興ずる。学校にプールのない時代、
小さな子は川原で、砂地で、浅瀬で、大きい子は胸まで浸る深みで、川は子ども達でいっぱいになる。陽
焼けした顔・真黒に焼けた身体が輝き、歓声がこだまする子どもの天国だった。上級生のＡ君は泳ぎがう
まかった。みんな教えてもらったが、川上に向って泳ぐのは大変だった。よく頑張ったと思う。よく泳げ
るようになるまでは、しきりと潜水泳法で遊び、眼を真赤にしたりもした。じりじりと暑い日は、入道雲
が出て雷を知らせてくれる。誰れからともなく水から上がり、一目散に家へと急いだ。暑さを凌ぐひとつ
の方法であったのかも知れないが、おかげで、たくましく育つことができた。川岸の緑に囲まれて、毎年、
夏が来ると水に興じた半世紀以上も前のこの地の原風景である。
　今日も渡るこの橋、木橋から車が通れるコンクリートの橋に改修されている。子ども達の姿は見られな
い。声も聞こえない。少ない水量、いきなりの増水、むき出しになった岩盤や石ころ、随分と変った。夏
になると思い出す水との楽しかったあの頃…………。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（白石　彰）
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 自然の地形を生かした魅力的なコース
 ふるさとの森マウンテンバイクトレールは関東でも１、２位を争う、本格的な常設コースです。
高低差が約50ｍもあり、完全に走りこなすには、かなりの技術、体力を必要とします。
 初心者は、難しいポイントはマウンテンバイクを押して通過すると良いでしょう。何度か訪れ
るうちに、「初めは登れなかった坂が登れた！！」という感動が味わえます。
 ここで９月上旬と、３月下旬に行われている（うっかり八兵衛カップ）は、県内はもちろん、
栃木県や東京都、千葉県、遠い所では宮城県や神奈川県などからも参加者が集まる人気の大会で
す。お墓参りのついでに見たおじいさんも「こんなに（常陸）太田にわけえ人が来るんだぁ～」
とおどろいていました。　　　　　　　　　　　　　　　　（武藤邦宏・中里　勇・荻谷浩司）

最初の難所は「846つづら」。ＭＴＢ
界で有名な八代正さんが設計したコー
スです。上から見ただけでもその迫力
は十分。「こんなところどうやって降
りるの！？」と思わず立ち止まってし
まいます。

コースへの入り口は一見するとた
だの山道のよう。初めはいきなり
の坂や谷にビックリしました。

コースへの入り口は一見するとた
だの山道のよう。初めはいきなり
の坂や谷にビックリしました。
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うっかり八兵衛カップ　秋の収穫祭
 ・開 催 日　9月10日（日）雨天決行
 ・場　　所　ふるさとの森マウンテンバイクト

レール
 ・参加資格　小学3年生以上のマウンテンバイ

クに乗れる健康な方
 ・種　　目　①親子レース

「お父さん、はやくむいてよ！！」
梨と巨峰を食べてゴールするレースです。1位でコースを走ってきても、梨
の皮をむくのが遅くて逆転されてしまう事もあります。

②4時間チームエンデューロ
4時間でコースを何週出来るかを競う耐久レースです。1人～4人で参加で
きるので、1人で限界に挑戦するのも、仲間とワイワイはしゃぐのもアリで
す。

 ・参 加 費　親子レース　2,000円／1組
4時間チームエンデューロ　5,000円（1人）～1,1000円（4人）

大会事務局（問い合わせ先）
〒311－0321
常陸太田市春友町884

うっかり八兵衛カップ事務局　武藤　邦宏
ＴＥＬ＆ＦＡＸ　0294－78－0532
うっかり八兵衛カップ・各種情報掲載のホームページ

http://www.seizanso.co.jp./mtb

ボランティア
 ふるさとの森マウンテンバイクトレールも、うっかり八兵衛

カップも、ボランティアのみなさんの力で支えられています。

 コースの半分以上が軽トラックも入れないような細い道なの

で、人力によってコース整備をします。

 大会の時には、参加賞の袋詰め、当日の運営、後片付けに至るまですべて、ボ

ランティアでおこないます。コースの所々でボランティアの声援に励まされる、

そんな手づくりの心地よさも、うっかり

八兵衛カップの魅力だと思います。「大

会の後片付け大変ですね」と

聞かれますがゴミが落ちているということがま

ったくありません。これもうっかり八兵衛カッ

プのすばらしい伝統です。

個人（１人１日）

団体（１人１日）

貸し切り（１日）

市内在中の方

260円

210円

31,500円

料金区分利用方法

●利 用 時 間
午前９時～午後５時まで
（準備、現状回復の時間も含みます。）

●利 用 料 金

●申　込　先
自然休養村管理センター　TEL 0294－

※10名以上からは団体となります。 　※中
※貸し切りについては、使用前に事前協議が
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うっかり八兵衛カップの名前の由来
 自転車レースなのに「うっかり八兵衛」とついているのは、親しみをこめて呼んで欲しい

からです。水戸光國公ゆかりの地なので、「水戸黄門」出演者の中で一番大会のイメージに

あったキャラクターを選びました。

 うっかり八兵衛役の俳優、高橋元太郎さんも大会のことを知って、応援に来てくれたり、

参加者にお手製の備前焼をプレゼントしてくれたりしています。

 遠くから来た方が､大会と常陸太田市を好きになってくれるように、参加賞はお米、入賞

者には梨、巨峰、醤油、味噌など地元のおいしいものを賞品にしています。初心者や応援に

来た家族も、レースの合間に行われるジャンケン大会などで団子や野菜をＧＥＴできます。

続いての難所は『二段坂』。その名の通り１つ目の坂をクリヤーしてももう１つ
の坂が私たちの前に現れます。１つ目の坂ですでに"バクバク"いってた心臓がさ
らにスピードアップ。登りきったときには呼吸するのもやっとのほどでした。

ゴール前の坂も難所です。
助走をつけて一気にゴール！
お疲れ様でした。

 たとえ早く走れなくとも楽しんだ人が勝ち！！

 うっかり八兵衛カップでは、仮装などで会

場を沸かせた方には優勝者よりも良い賞品が

贈られます。

常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクトレール親子体験
 自転車好きの小学２年生の息子と、マウンテンバイク（以下ＭＴＢ）のコースが常

陸太田にあるのを知り知人に案内してもらい行って見ると、予想していたコースとは

違い、そこは山道そのもの。コースを息子と進んでいくうちに、子供と来ているのを

忘れて少年時代の冒険心を思い出した。そして、たどり着いたところは、コースの目

玉の一つ846つづら！ＭＴＢから降り歩いて見ると急な下りと連続のカーブ。息子が

歩いて下りるのが精一杯。そこをＭＴＢで走り抜けるというの

だ。恐怖心と戦いながらズルズルと足を着きながら下りていく

と、その体験からか、それ以降はハードなコースでも、だんだ

ん恐怖心はなくなった。走り終えた時、疲れきった息子は

 「今度はコースを全部走りきりたい」と次の目標を話した。

 このコースは自然の地形を生かしＭＴＢの面白さを体験でき

るすばらしい場所だ。ＭＴＢは思っているより安全なスポーツ。

子供から大人までいろんな人達に気軽に楽しんでもらいたい。

（中里　勇）

市外在中の方

520円

420円

31,500円

73－0800

学生以下は無料。
必要です。

　業　日
週水曜日（ 　　　　　　　　）
末年始　（12月28日～翌年１月４日まで）

その日が国民の休日の場合は
その翌日となります。

常陸太田市ふるさとの森
マウンテンバイクトレール
常陸太田市ふるさとの森
マウンテンバイクトレール
常陸太田市ふるさとの森
マウンテンバイクトレール

中里さん親子中里さん親子
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　今回の特集にある「うっかり八兵衛カップ」のタイムトライアル（決

まった時間に何週できるかを競うレース）の計測ソフトを開発した方

が、「根本眼科」の院長である根本龍司さんなのです。ほかにもレー

スのホームページを作ったり、写真を撮影したりと昔からこのレース

に関わってきた根本先生に色々と伺いました。

■出場したのは最初の一回だけ！？
「うっかり八兵衛カップ」は平成

10年の夏に第一回が始まり、今度

の大会で17回目を迎えます。第一

回目の参加チームは20チームほど

でしたが現在は130チームを受け付

けるまでになりました。学生時代か

ら自転車に乗って旅することが大好

きだったという根本さんも第一回目

は参加されたそうですが、結局参加

はそれ一回だけ。その後は裏方とし

てレースを支えてきました。その裏

方の力が各方面に渡っていて驚きで

す。

■ソフトができるまで
　うっかり八兵衛カップも回を重ね

るごとに参加チームを増やし順調に

進んできましたが、それにつれてあ

る問題が生まれました。レースの順

位づけに時間がかかってしまうと言

う事でした。初期は周回順位を大き

な模造紙上に手書きしていたのです

が、途中からDOSで動く計測ソフ

トを使うようになりました。それで

もそのソフトで計れるのは100チー

ムまで。参加チームが増えてくると

対応できなくなってきたのです。根

本さんがソフト制作を始めたのは平

成12年の秋ごろ。今までのソフトは、

レース結果が集計表で出るものでし

たので、それをヒントに、エクセル

とマクロを組合せれば可能だろうと

直感したそうです。製作は仕事が終

わってからするため、睡眠時間は一

日４時間くらいだったとか。それで

もどうにか翌年の３月には完成させ

たそうです。今では根本さんが作っ

たソフトを利用しているMTBレー

スは全国に広がっています。

■先生はカメラマン
　ソフト制作のほかにも写真の腕も

素晴らしく、根本さん撮影の写真は

フォンズでもたびたび登場していま

す。「うっかり八兵衛」でも写真を

撮影し、１回のレースで撮影する写

真が900枚にもなるとか！このレー

スのホームページも先生の手による

ものですが、このホームページのす

ごいところはその日楽しくレースに

参加した人たちが自宅に帰る頃には、

レース結果はもとより数百枚のレー

スの様子の写真まで見られてしまう

という更新の早さです。参加者がよ

り楽しんでレースを出来るように、

まさに裏方の鑑です。

オリンピック選手から小学生まで

参加できる全国でも珍しいうっか

り八兵衛カップ、この大会ではイ

ベント終了後ゴミが全然落ちてい

ません。参加する方のマナーやボ

ランティアスタッフの目に見えな

い努力が大会を支えているからだ

そうです。「太田でこんな素晴ら

しい大会が行われていることをも

っと地元の人に知ってもらいたい。

そして地元チームにたくさん参加

してもらいたい」とおっしゃる先

生。ぜひ皆さん、このレースで風

を感じてみませんか？

（萩谷浩司）

（写真上）根本さん撮影のベストショット！

根本さん作成の計測ソフト画面

診察室では見られないもう一つの顔

MTBレースの陰の立役者

根 本　龍 司 さん
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★うっかり八兵衛カップスタッフからのプレゼント★★うっかり八兵衛カップスタッフからのプレゼント★

マウンテンバイク文化の

伝　道　師
八 代　　 正 さん

当日フォンズを持って会場に来てくれた小学生に、駄菓子の詰め合わせをプレゼントします。（先着20名）
「みなさんにも大会の日に、ふるさとの森に来て見て欲しいです」「大会の盛り上がりを感じて、機会があれ
ばマウンテンバイクライダーとして、あるいはボランティアとして、参加してみてください」（スタッフ一同）

　ふるさとの森マウ

ンテンバイクトレー

ルは地元ボランティ

アが１年以上かけて、

地形をみながらレイ

アウトをしました。

　そしてもう１人、

コース作りのなかで、大きな役割を担った人物がいます。

　それは、フィニッシュデザインを手がけてくれた八代　

正さんです。

　日本にマウンテンバイク（以下MTB）が最初に入って

きた頃からMTBの楽しさを伝え続けているMTB界のカリ

スマ。彼が活動の拠点としていた長野県白馬村は「MTB

の聖地」と呼ばれていました。

　身障者もアウトドアスポーツを楽しめるように、日本で

始めてホイールチェアダウンヒル※１の大会を開催したり、

ボードウォーク設置※２なども行っています。

　ボランティアでコースの整備や大会の運営を行う彼のス

タイルに、ふるさとの森やうっかり八兵衛カップは大きく

影響されています。

　数々のイベントを行ってきた経験と、独創的なアイディ

アで、ふるさとの森も何度走っても飽きないような魅力的

なコースに仕上げてくれました。

　とくに彼の名前をもじった「846つづら」はこのコース

の顔とも言うべき場所となり、訪れたマウンテンバイカー

に強烈な印象（人によっては恐怖？）を与えています。

　最初このコースのデ

ザイン画を見たとき、

工事関係者から危険す

ぎるという否定的な意

見もありましたが、八

代さんは「自然の山は

初心者だからといって

なだらかになってはく

れない。アウトドアス

ポーツとはそういうものだ」と教えてくれました。

　今、実際に走ったバイカーに意見を聞くと「おもしろい！！」

といってくれます。途中から自転車を押した人や、転倒し

た人も、「２段目までいけた。次は、もう１段いけそう」

「こけちゃいました　アハハ」と楽しそうに話します。

　現在は新潟県苗場に拠点を移し、活動を続けています。

　八代さんのホームページ　http://www.846.info/

※１　下半身を一切使わずに操縦できる。４輪のMTB。

※２　森の中に木の板を打ち付けて造っていく道、足が弱っ

てきた高齢者や、車椅子使用者でも散歩できる。

ヤシロ

　サラリーマンとしてフルタイムで働きながら好成績を残

し、プロへと転向した竹谷選手は、働きながらレースをす

る選手達に希望を与え、また共感を得ています。

　彼は、自転車屋さんが開催した練習会に、ゲストで参加

して一緒に走るなど、フレンドリーな性格で、ファンもた

くさんいます。

　鍛え抜かれた肉体

と、外国人選手の走

りを研究した躍動感

あふれるペダリング

で、きつい登りをガ

ンガン上がってゆく

姿は、「彼の周囲だけ

重力が上を向いてる」

と評されるほどです。

　釜山アジア選手権・

金メダル、アテネオリ

ンピック・日本代表な

ど数々の栄光に彩られ

た彼ですが、まだアマ

チュアだった頃からふ

るさとの森に来ていたことは、意外に知られていない事実

です。マウンテンバイクトレールとして工事が始まる前、

地形調査の段階で走っています。

　その後も、プロとしてのスケジュールに障らない範囲で、

うっかり八兵衛カップにも参加しています。招待選手とし

てではなく、１マウンテンバイカーとして楽しんでいるよ

うですが、一緒に参加しているバイカーも彼の走りに魅了

されています。このページの写真も根本龍司さんが撮影し

たものです。　　　　　　　　　　　　　　（武藤邦宏）

アテネオリンピック日本代表も走る
人気、実力ともNo.1

竹 谷　賢 二 選手

た け　　や　　　　け ん　　じ

こんにちは
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そろいの半纏をまとった担

ぎ手の掛け声とともに、う

ねるように近づいてくる御輿の姿は夏の祭には欠かせま

せん。「いなせな若衆と一緒に一度は御輿を担いで見たい」
と思う方、ぜひお御輿の担ぎ手としてご参加ください。

鶴龍会のご協力により、老若男女どなたでも参加できま

す。服装も自由、ふるってご参加ください。

総 合 防 災 訓 練 プ ロ グ ラ ム

みんな集まれ！防災訓練みんな集まれ！防災訓練みんな集まれ！防災訓練みんな集まれ！防災訓練
8月26日（土）に市内で茨城県・常陸太田市総合防災訓練があります！

期　日：８月14日（月）　

太田まつり前夜祭

集　合：午後６時30分　本部前

（東二町・常陽銀行向）

問合せ：常陸太田市役所

商工観光課72－3111

主　催：太田まつり実行委員会

日　　時　平成18年８月26日(土)　９：30～12：00　　　会　　場　常陸太田市宮の郷工業団地内

訓練想定　午前９時30分マグニチュード7.3震度６強の直下型地震発生、市内各所で火災・土砂災害・多重衝突事

故が発生、ライフラインに打撃を受けたことを想定し訓練を行います。

訓練内容　総合防災訓練は、茨城県内で毎年１箇所開催され、茨城県内外約80機関（３千人）が参加します。電

話や携帯電話が不通となった場合のためのアマチュア無線や日赤・警察の無線情報収集訓練を初め、住

民避難、救援・援護、人命救出、ポンプ車や婦人・小学生のバケツリレー消火、自衛隊など各機関との

連携を確認する大切な訓練もあります。また、災害により多数発生した負傷者に、医療班がトリアージ
を行う等、普段見られない大変大掛かりな訓練です。

●トリアージ
災害時にはたくさんの負傷者が同時に出るため、治療に当たるスタッフや器具・薬剤などが圧倒的に不足します。

そこで医療関係者が負傷者をそれぞれ重傷度に区分けして色別されたトリアージタッグを付けることにより、適切

な処置や病院への搬送などの処理が誰にでも判断でき、容易になります。より多くの負傷者の治療を可能にするた

めに行われます。（かつての阪神大震災のときに軽度な負傷者で病院があふれかえってしまい、すぐに治療が必要

な方がおざなりにされて亡くなってしまうケースが多かったためにこのシステムは作られたとの事です。）今回の

トリアージ訓練は特定非営利活動法人　日本医療救援機構（MERU　JAPAN）の指導のもと行われ、100人のボ

ランティアが重傷者や軽症者のメーキャップを行い傷病者役を演じます。

＊特定非営利活動法人　日本医療救援機構（MERU　JAPAN）

取手市に本部があり国内外において災害や紛争によって傷つけられた人々に緊急医療支援を提供することを目的

として、1998年に設立されたNGO（非政府組織）。

問合せ先／常陸太田市役所　総務課　　電話　0294－72－3111（内線325）

住んでいる地域で災害が起こった時、隣近所で助け合い被害を少なくするためには多くの市民に関心を持ってもらうこと

が大切だと思いました。今回の訓練は、またとない機会です。総合防災訓練を見学して、皆さんも防災について真剣に考

えてみませんか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高橋靖浩・相原早苗）

太田まつり募集

総 合 防 災 訓 練 プ ロ グ ラ ム総 合 防 災 訓 練 プ ロ グ ラ ム

（昨年筑西市で行われた総合防災訓練の様子）

◇災害が起きたら、どこに避難するか
決めていますか？

◇近所で、声かけはできますか？
◇留守の時、どんな連絡をしますか？
◇防災用品は、揃えていますか？

防災訓練見学・起震車体験・炊出し
試食・防災展示見学が出来ます。
①受付をしましょう。
②係員の指示に従って、体験・見学しましょう。
※炎天下での訓練です。脱水に注意！帽子・水筒を持
参し、動きやすい服装で参加しましょう。

一般市民向けプログラム
確認していますか！

みんな
あつま

れ
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　「どうして、人を殺してはいけないのか？」という質問に迷わず答えるのはとて

も難しいです。「当たり前のことだから。」とか「悪いことだから。」なんて答えで納

得する子どもはいないし、「お巡りさんに捕まっちゃうから。」と言う答えは論外で

しょう。大人の上手くない言い逃れ。もし、自分の子どもにそう質問されたら、皆さ

んはどう答えますか？

　長男のユースケが、友達を叩いた時期がありました。もともと他者とのコミュニ

ケーションが苦手な上に人を納得させるだけの言語能力がないので、つい手がで

てしまう。彼の気持ちは分かるけど相手のお子さんに「我慢して。」とは決して言え

ません。「どうして、人を叩いてはいけないのか？」それを教えるとき、初めは「相手

の痛み」を強調していさめていましたが、痛くなければ、怪我をしなければ叩いて

も良いのか、今度はそう考えたようでした。そこで私は考え込んでしまいました。

手を挙げられた人の恐怖感、手を挙げることによる支配感。人を傷つけることで何

かを得ることは、幸せの種にはならないということ。

どうして？

　「どうして、人を傷つけてはいけないのか？」それを子どもに話すとき、私は、「ど

んな人もその人の代わりにはなれないから。」と答えています。

　「もし、ユウちゃんが誰かの足を折ってしまったら、ユウちゃんは、その人をおぶ

って、早く走れる？その人をおぶって高い山に登れる？」「ユウちゃんが、誰かの目

を見えなくしたら、ユウちゃんはその人の代わりに綺麗な物を見て、その人を感動

させることができる？」「もし、ユウちゃんが、誰かを思い通りにしたくて叩いたら、

その人は、ユウちゃんを叩く為に武器を身につけるよね。そうやって、戦いつづけ

ていつになったら幸せになれるの？」

もし、誰かが「ユウちゃんの代わりになるから、ユウちゃんはいらないでしょう？」

と言っても、ママはだめだと答えます。

　～だって、ユウちゃんのようには誰のことも愛せないから。～

――わいわいネット　織田裕子――

一応、自主規制してみました。踊るママパラダイス踊るママパラダイス踊るママパラダイス踊るママパラダイス 29子育て
奮闘記

学び舎から

100年後の杜の再生を目指して100年後の杜の再生を目指して　常陸太田市立 里美中学校

　６月２日（水）１、２年
生合わせて88名が、里美
の山の草刈りを実施しまし
た。これは、「100年後の
杜をつくりたい」のテーマ
で活動を進めている「森林

づくり隊」への参加として実施したものです。昨年
は１年生が参加しました。今年は、昨年度経験した
２年生に加え新１年生が参加しました。里美地区は、
山林のほとんどが杉林ですが、そこにブナを植林し、
山の再生を目指すものです。「夢があるからガンバ
れる」を合い言葉に、
地域ぐるみの活動
を目指しています。
　里美中を１時に
出発し、休みなく
約２時間草刈りを
実施しました。２

年前に植林されたブナの木の周りを丁寧に草刈りを
しました。１年生は、「総合的な学習の時間」に里
美地区の産業の復興について学習を進めているため、
その学習にも関連づけをし、２年生は、職場体験の
一環としても位
置づけています。
  今年度は２学
期に、新校舎が
完成し、３学期
からは、新しい
校舎で学習を進
める予定になっ
ています。教科教室型の校舎の完成にあわせて「み
んなで起こそう里中改革、今すぐ変えようあなたの
意識」のテーマのもと、生徒会を中心に新里美中ル
ール作りを進めています。

みんなあつまれ
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ウィークエンドシネマランドウィークエンドシネマランドウィークエンドシネマランド
350インチ大画面ハイビジョン映画館にみんな集まれ　ところ：生涯学習センターふれあいホール　入場無料（入場券が必要です）　350インチ大画面ハイビジョン映画館にみんな集まれ　ところ：生涯学習センターふれあいホール　入場無料（入場券が必要です）　

映画を
観にいこう

リレー
エッセイ「思い出の絵本」～２９～

（中野町　鴨志田 祐一）
　それは、私の結婚式において、私の友人が、友人代表のスピーチを終えた直後の出来事でした。

　その友人は、どちらかというと野暮で、お世辞にもかっこいいとは言えず、「恋」とか「愛」と

か口にするようにはとても見えない男でした。その友人が、「今の気持ちを大切にしろよ。奥さん

を心から愛していけ。」とぶっきらぼうに言いながら、かわいいリボンを付けた１冊の絵本を私に

手渡してくれました。それが『しろいうさぎとくろいうさぎ』という絵本です。

　『しろいうさぎとくろいうさぎ』は、森に住む二ひきのうさぎの物語です。二ひきは毎日楽しく

遊んでいましたが、くろいうさぎがときおり考え込むようになります。そこで、しろいうさぎは、

心配になり、くろいうさぎから訳を聞きます。すると、くろいうさぎは「いつも、いつも、いつま

でも、きみといっしょに　いられますように」と告げるのです。しろいうさぎは、「もっといっし

ょうけんめい　ねがってごらん」と、プロポーズの返事をします。最後には結婚し、森のみんなで

祝うという内容です。ガース・ウィリアムズの文と絵によって、とてもロマンチックに仕上げられ

た絵本となっています。

　私は、時折この絵本を読み返しています。とても単純なラブストーリーかもしれませんが、「いつも、いつも、いつまでも、きみ

といっしょに　いられますように」というせりふが、今ではとても照れくさく、それでいて、とても懐かしく感じられています。

あの野暮な友人はとても「イキ」な贈り物をしてくれたものだと、今さらながら感じています。最近は仕事が忙しく、深夜に帰宅

することもあるのですが、妻と子どもたちの寝顔を見ながら、「幸せなんだな」と感じています。そして、妻には「これからもよろ

しくな」と、心で告げるのです（口に出すには照れくさいので）。　　　　　　　　　　　　　（次回は　小島町 鴨志田 廣さん）

ほっ
とひといきとひといき

ちょっと
ひといきカ ノ コ ガ 『遊膳さくら』『遊膳さくら』

午前11時～午後9時
（オーダーストップ午後8時）

西金砂 湯けむりの郷　金砂の湯
常陸太田市上宮河内町336
ＴＥＬ 0294－76－9919
ＦＡＸ 0294－76－9988

　『金砂の湯』にある『食事処さくら』は、『遊膳さくら』として今
年６月にリニューアルオープンしました。
お風呂だけでなく食事も気軽に楽しめるようにと、和食から洋
食のシェフに代わり、ドリンク類も多くなりました。ゆずジュー
スやゆずスカッシュがお勧めです。平日11：00～14：00ラン
チタイムには、パスタセット（女性限定￥1,050）があります。
　たまには日頃の疲れを湯っくりとりながら、まったりお茶して
過ごしてみましょう♪『遊膳さくら』の姉妹店に『そば工房』『金
砂庵』があります。こちらのお店は、常陸秋そば発祥の地として
の存在を一人でも多くの人たちに知ってもらうために、食する
だけでなく自分で打ってつくる「そば打ち体験」を行っています。
ＪＡＦカードお持ちの方は、提示すると割引が摘要されますよ。

（鈴木久美子）

リオ・ブラボー（西部劇）
（1959年　アメリカ映画　字幕スーパー２時間21分）

上映日時　9月30日（土）
①9：30～　②18：30～（中学生以下は保護者同伴）

整理券配布　8月26日(土)～

「リオ・ブラボー」  （C）1987 Warner Bros. Entertainment Inc.All Rights Reserved.

　巨匠ハワード・ホークスが監督した西部劇映画5作品のうち4作品にジョン・ウェインが主演級で出演し、保

安官の活躍をテーマとしたこの作品と、『エル・ドラド』（'66年）『リオ・ロボ』（'71年）の3作品は、プロット・人物

設定がよく似通っていることから、"リオ・ブラボー3部作"として西部劇映画ファンの間ではよく知られています。この映画のテーマ曲「皆殺

しの歌」は過激な曲名とは裏腹に、トランペットのソロをフューチャーしたペーソス漂う曲で、公開当時5週連続ベストテンの上位にラン

キングされた佳曲です。10月上映の『三つ数えろ』も同監督の作品です。どうぞお楽しみに。　　　　　　　　　　　　（コジマイサヲ）

『金 砂 庵』
午前10時～午後３時
TEL 0294－76－9907

『そば工房』
午前10時～午後３時
TEL 0294－76－9000

　観察会などでよく「チ
ョウとガの違いは何
ですか。」と聞かれる
ことがあります。これ
が少々困ったことな
のです。
　○チョウは昼飛び、
ガは夜飛ぶ。○チョウ

の模様はきれいだが、ガは地味である。○チョウは羽を
たたんで止まるが、ガは羽を伏せて止まる。○チョウの
幼虫はイモムシでガの幼虫は毛虫である。などいろい
ろ言われていますが、どれも例外が多く正確ではない
のです。
　日本にいるチョウの種類数は250種程度ですが、ガ
は5000種以上もいます。ガという大グループのほんの
一部がチョウであるという状態なのです。ですから、ガ
の仲間にはチョウのような特徴を持った種がたくさん
います。写真の"カノコガ"もその一つで、水玉模様の羽
にタイガース模様の胴体と派手な色彩で、昼間飛び回
っているガです。市内でも田の土手や堤防などで普通
に見かけることができます。　　　　　　（佐々木泰弘）

おす
すめ

8


