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水の想い出 51 　私は，小学５年生の時，先生から初めて作文でほめられました。

何の取りえもない子どもだった私にとって，本当にうれしいでき

ごとだったのです。「小説家になろう！」と，夢をもち，大学時

代には様々な賞をとり，意気揚々としていました。

　しかし，卒業後，東京に出てみると，周りのレベルの高さに打ちのめされました。がんばってはみ

たものの出口が見えず，「もう，だめだ。」という挫折感と，自分のすべてを失ったという喪失感に襲

われ，帰郷。

　気力がわかないまま，月日ばかりが過ぎていました。５月のとある早朝，竜神峡までバイクを走らせ，

昇ってくる朝日を見ていたときのことです。

�「お兄ちゃん，何を落ち込んでいるの？」と，見知らぬ少年が話しかけてきました。

�「お兄ちゃん，この朝日のように輝いているのに。がんばっていこうよ。応援しているよ。」

�「ありがとう。元気をもらったよ。」と，振り返ってみると，その少年はいません。

　今でも，落ち込むと，「輝いているよ」という言葉を思い出すのです。あの少年は，竜神の使いなの

か……。あのときもらった元気は，今でも大切にしています。

（中野町 鴨志田祐一）　

○

フォンズとは、ラテン語で泉の意味です。とぎれることなく新鮮な情報がお届けできるようにと名付けられました。

「竜神峡」　那珂市　会沢　和則「竜神峡」　那珂市　会沢　和則



常陸太田の石常陸太田の石常陸太田の石

　郷土資料館におじゃまして西野保さんと菊池壮一さんに常陸太田の石についてお話を伺って来ました。

■常陸太田の地質学的な特徴は？

　関東平野の北の端と阿武隈山地の南の端が接した地域で、里川の西岸沿いには棚倉破砕帯があります。
この破砕帯の東側と西側では大きな違いがあります。東側は多賀山地※と呼ばれかなり古い時期に隆起し、
長い間に浸食されたなだらかな地形。西側は久慈山地と呼ばれ比較的硬い岩石で構成され、浸食がそれほ
ど進んでいない急峻な地形です。又、棚倉破砕帯は有名な「糸魚川構造線」と並んで岩石の種類が多い場
所です。特に里川沿いの河岸は全国的に見ても鉱物マニア注目の場所と言えます。少し大げさな言い方を
許していただければ、「常陸太田は石の宝庫」と呼んでも良いと思います。

　石、人が最初に使った道具。石、人を飾る宝物。石、思いをよせる信仰
の対象。石、人を導く道標。石は人の生活に古くから関わっていました。
　そんな常陸太田の石を特集しました。

珠 勾玉

国会議事堂中央玄関

町屋石

■常陸太田での人と石の関わりは？

　人が使用した道具の中では、木と石が一番古い物です。この地
域では1万4千年前の遺跡から、石で作ったナイフが見つかってい
ます。装飾品としては縄文時代後期（約3,500年前）の珠が見つか
っていて、非常に滑らかできれいな穴の加工がなされています。
古墳時代（約1,500年前）の遺跡からはメノウを加工した勾玉が多
く出土しています。
　平安時代末期からこの地域を治めていた佐竹氏が領国の経営に熱心であり、地場産業の育成に力を入れ
ていたと思われることも、この地域で石の商業利用が古くから盛んであった要因と考えられます。水戸徳

川家の墓石にも使用された「町屋石（蛇紋岩）」、国会議事堂の内装にも使われた「寒
水石（大理石）」が有名です。火打ち石に利用された「メノウ」、田渡や幡の瑞龍
層で採掘できる「火山灰が多く含まれる泥岩」はへっつい（昔のかまど）に加工さ
れました。諸沢や天下野で採掘された火打ち石は、江戸時代中期の江戸で使われて
いた火打ち石の約80％を占めていたと言われています。採掘の跡は現在でも確認す
ることができます。
　また、常陸太田には「常陸五山」と呼ばれる古くからの山岳信仰の場のうち、山
麓に多くの巨石・奇岩が見られる金砂山、真弓山の二つの山があり、さらに「太刀
割石」などがあることで有名な堅破山（旧十王町）も近いことから、特に石と信仰
が深く結びついていたと言えると思います。昔の人々にとって、巨石・奇岩はどの
ように運び加工したのか不思議なものだったでしょう。そのようなことからも、そ
の石が地域のランドマークになり、やがてその地域の地名になり、その石について
の物語が伝えられて来たことは当然のことであったと考えられます。

小妻の笠石（小妻町）

小中の大石（小中町）

多賀山地※

　郷土資料館に伺った翌日の新聞を見て、おどろきました。市内長谷町の茂宮川の最上
流部の「西堂平層」が、日本最古となる約5億1100万年前のカンブリア紀のものである
ことがわかったそうです。又、調査チームの茨城大学名誉教授の田切先生は、「日立市
と常陸太田市にまたがる多賀山地から、日本列島が形成されたのではないか。」とコメ
ントされています。前日に、多賀山地はかなり古い時代に隆起した山地だと聞いていた
ので、本当にびっくりしました。菊池さんが「鉱物マニアにとって常陸太田はたまなら
い場所です。常陸太田は石の宝庫です」の言葉に納得しました。

（五十嵐　弘）
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昔話に登場した石

山田川の流れに鎮座する兜岩

　巨石・奇岩にまつわる民話は多く伝えられています。当時の
技術では加工することも動かすこともままならない石がそこに
あるのは、人とは違うなにか特別な力が働いたのだと昔の人が
考えたのでしょう。旧水府村の下高倉町畑中、元の上高倉村に
伝わる民話に「兜岩」（5頁地図�）という岩が登場します。
鹿島峯というお宮が大雨で増水
した川に飲み込まれ、どんどん
流されて「兜岩」に引っかかり
ました。そこへ、お宮を守るた
め天から白蛇が下りてきて、兜
岩にまつわりつきお宮を守ろう

としたが、もがき苦しみやがて天高く飛んでいった。それを見ていた村
人がたたりを恐れ、白蛇を神様としたお宮を建てて、お祀りしたという
民話です。
　今でも、鹿島神社の祭礼はおみこしが繰り出されて、天下野のお休み
場で休むのはお宮が流れ着いた、昔のなごりとされているそうです。
　この話は平成8年3月に旧水府村教育委員会から発行された「水府村の
民話」の「白蛇が守った鹿島神社」で紹介されています。
（「水府村の民話」は図書館で借りることができます）

山岳信仰と結びついた石

くぐり石

旧染和田小学校5年生の感想文集

護摩檀石

　「常陸五山」のひとつ金砂山の周辺には信仰にまつわる石・石仏が多
く残っています。水府地区中染町には草木という地があり、水道機場か
ら西へ向かい沢づたいに歩くと「くぐり石」（5頁地図�）が見えてきま
す。その石をくぐっていくと不動明王が２体奉られています。さらに行
くとそこに「護摩檀石」（5頁地図�）があります。高さ７mの石の上は
畳１０畳程の広さがあり、天台密教の石仏が南を向いて鎮座しています。
その周辺には大きさ・形さまざまな石が点在しています。さらに進むと
岩穴がありその中には「十六羅漢」（5頁地図�）が奉られています。
　「護摩檀石」「くぐり石」を見に行く道は特別に整備されている道で
はありません。今の時期は夏草が茂り、そこへいくのは大変な労力を使
います。又、秋・冬でもそれなりの準備をして行くことをお勧めします。
そのような場所ですが、平成13年度の旧染和田小学校の5年生が、地域の
方々の手を借りて見学に行き感想文を残す学習を行いました。

十六羅漢と旧染和田小学校の児童たち
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■埋もれていた郷土出身者

　今は昔、学校のテストなどで

おなじみだった「ガリ版印刷」

をご存じでしょうか。インクの

においや鉄筆のガリガリという

感触まで懐かしく思い出される

人も多いかもしれません。その

謄写印刷の分野の基礎を築き神

様とまで称された人が里美村出

身者だったことがわかったのは

つい10年ほど前のことでした。

�

■「草間京平伝」の誕生まで

　梅津会館などで今でも手に入

れることのできる小冊子「草間

京平伝」には、草間京平という

人物をふとしたことから知った

里美村の人々が郷土出身者の足

跡を尋ねる過程がドキュメンタ

リードラマのように描かれてい

ます。

　古書に興味を持っていた村の

文化財審議会委員の吉成英文さ

んがある月刊誌の中に「里美村」

の文字を見つけたのは平成9年4

月。「印刷文化の底辺を飾った」と

おもちゃ図書館「あそぼ」おもちゃ図書館「あそぼ」

お子さんがふれるものなので貸し出
しの前後にはひとつひとつ消毒して
います

平成22年11月から平成23年4月までに発行予定の
生涯学習情報誌「フォンズ」第53号から第55号

　初めての赤ちゃんを迎えた時期、一番頭を悩ませたのは「今日一日をどうやって過ごそう…」。晴れた日にはベビ
ーカーのお散歩もすがすがしいですが、雨の日や厳冬・猛暑の夏などは行き先に困りますよね。

�子育て支援の施設が増えてきましたが、そんな中でおす
すめは「おもちゃ図書館あそぼ」。設立当初は障がいを持
ったお子さんと保護者を対象にしていましたが、今年度か
らもっと広く、子育て中の親子を対象に広げました。
�魅力のひとつは、豊富なおもちゃ。図書館の名にふさ
わしくいろんなおもちゃがたくさん用意されています。
好奇心旺盛な赤ちゃん達はあっという間におもちゃに飽
きちゃったりしますが、ここで借りていけば毎月違うお
もちゃで遊べます。新しいおもちゃを買う前にお子さん

が愉しんでくれるか参考にすることもできそうです。
�もう一つの大切な魅力は「あそぼ」を運営しているお
もちゃ図書館ボランティア「えがお」のみなさん。多く

は子育てに一段落した先輩の女性達です。おもちゃの貸し出しはきっか
けです。子育てに悩みや迷いを持つお母さん達に寄り添う気持ちで参加
者を見守っています。
�新しい仲間を捜しに出かけてみませんか？

■開館日・会場（毎月）※都合により部屋を変更する場合があります。
　第2土曜日：市総合福祉会館（稲木町33）幼児学習ルーム
　第3水曜日：水府地区保健センター（町田町163-1）検診室

■時間
　午前9：30～午前11：30（開館時間内は出入り自由です。）

■利用・登録料
　無料（利用カードを発行します）

平成22年度　常陸太田市ボランティア・市民活動セミナー
【講　演】できることから始めよう！

地域デビューのススメ地域デビューのススメ
【講　師】

　宇都宮大学生涯学習教育研究センター　教　授　廣　瀬　隆　人　氏

参加料：無料
定員300名
事前の申込は必要
ありません

と　き：平成22年11月27日(土)

ところ：生涯学習センター

午後1時30分～午後3時30分（受付：午後1時～）

ふれあいホール（中城町3280）

問い合わせ：常陸太田市社会福祉協議会　地域福祉課　� 0294-73-1717
　　　　　　常陸太田市役所　市民協働推進課　� 0294-72-3111（内線218番）

主　催：常陸太田市・常陸太田市社会福祉協議会

【プロフィール】
廣瀬　隆人（ひろせ　たかひと）/1956年北海道生まれ。高
等学校教員、北海道教育庁職員、国立教育会館社会教育
研究所（現国立教育政策研究所）勤務などを経て、現在、
宇都宮大学生涯学習教育研究センター教授。ボランティア・
NPO、学校と地域の連携、住民参加や協働など「地域づ
くり」をキーワードに研究や執筆、講演など多方面で活躍。

みんな
あつま

れ
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　夏休みの宿題で一番頭を悩ませるのは何ですか？我が家の子どもは

読書感想文のようです。必ず「どう書けばいい？」と聞いてきます。そん

な時私は決まって「好きなように書きなさい。」と答えます。思ったよう

にありのままを書いて欲しい。（もちろん、読み返して誤字脱字は指摘し

ますが。）

　私は、絵画も作文も比較的得意な方でしたが大人が好みそうな絵や

文章を書くことが嫌い。しかし、自分としては成績が天地ほど差のあ

る姉と唯一肩を並べられる分野だったため、どうしても親にほめて欲

しいと願い背伸びして書いていた時期がありました。窮屈でした。感

銘を受けなかった本でも知恵を絞り出して大人に振り向いてもらえる

ように書くことが窮屈でした。自分の書きたいことを堂々と書こうと

決めたのがいつだったかは覚えていませんが、そんな経験もあり自分

の子どもには好きなように表現して欲しいと願うようになったのです。

　本を読むことが好きなのと、こういう文章を書いていることを知っ

ている我が子たちは、手伝ってもらえると期待しているかもしれません。

頑として手を貸さない私に不満もあるでしょうが、そこは頑張っても

らいましょう。できた作文はいつも花丸ですから。

――わいわいネット　織田　裕子――

アタックをシュートにしてはどうです？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 51子育て
奮闘記

　結婚して子どもが生まれもうすぐ10年。毎日

献立を考え、ご飯を作る。大体野菜中心の「あ

るもの料理」だが、子どもも大きくなるほど、

あれがいい、これはちょっとなどと注文をつけ

てくる。味というのは、個人の好みもあり、千

差万別。私が美味しいと思っても、家族には不

評だったりする。それでもめげずに作っていると、

だんだんと我が家の味というべきものができあ

がる気がする。

　私の母は、自営業で忙しく、決して料理をま

めにする人ではなかったが、献立に頭を悩ませ

ていたとき、ふっと昔食べた母の味を思い出した。

ピーマンの肉詰めは、母が少し頑張って作るご

ちそうだった。タレは甘辛しょうゆ風。私はピ

ーマンは嫌いではなかったが、この肉詰めを食

べるとピーマンが何倍も美味しく感じた。

　昔味わった記憶を頼りに、見よう見まねで作った。

中のひき肉は我が家の地鶏のもも肉を挽き、とれ

たてのピーマンを使って。タレは甘いのが苦手な

夫のために、少しトマトソースを加えてさっぱり

させた。子どもたちは喜んで食べた。

　後日母に電話して、この話をすると「そんなの

作ったっけねえ？」と、まるで昔のことは忘れて

しまったようだ。母の伝えた味を母は忘れてしま

ったけれど、娘は覚えて、その子どもに伝える。

その食が伝える物語は、コンビニ弁当や袋に入っ

た惣菜では、決して伝わら

ないだろう。うちの子ども

たちには、私の「いい加減

料理」から一体何が伝わっ

ているのかと考えると怖い

気もするが、料理はいい加

減でも、家族のことを思い、

作る。そこに物語があるの

だと思う。�

（木の里農園　布施　美木）
ふ　せ　　　み　き

百姓母ちゃん
の

たべもの日誌
○百姓母ちゃん

の

たべもの日誌
○百姓母ちゃん

の

たべもの日誌
○1919

�『伝える味・伝わる味』

ちょっと農天気！　　「伝える味・伝わる味」
�
　結婚して子供が生まれもうすぐ10年。毎日献立を考え、ご飯を作る。大体野菜中心の「あ

るもの料理」だが、子供も大きくなるほど、あれがいい、これはちょっとなどと注文をつけ

てくる。味というのは、個人の好みもあり、千差万別。私が美味しいと思っても、他には不

評だったりする。それでもめげずに作っていると、だんだんと我が家の味というべきものが

できあがる気がする。

　私の母は、自営業で忙しく、決して料理をまめにする人ではなかったが、献立に頭を悩ま

せていたとき、ふっと昔食べた母の味を思い出した。ピーマンの肉詰めは、母が少し頑張っ

て作るごちそうだった。タレは甘辛しょうゆ風。私はピーマンは嫌いではなかったが、この

肉詰めを食べるとピーマンが何倍も美味しく感じた。

　昔味わった記憶を頼りに、見よう見まねで作った。中のひき肉は我が家の地鶏のもも肉を

挽き、とれたてのピーマンを使って。たれは甘いのが苦手な夫のために、少しトマトソース

を加えてさっぱりさせた。子供達は喜んで食べた。

　後日母に電話して、この話をすると「そんなの作ったっけねえ？」と、まるで昔のことは

忘れてしまったようだ。母の伝えた味を母は忘れてしまったけれど、娘は覚えて、その子ど

もに伝える。その食が伝える物語は、コンビニ弁当や袋に入った惣菜では、決して伝わらな

いだろう。うちの小さな子どもたちには、私の「いい加減料理」から一体何が伝わっている

のかと考えると怖い気もするが、料理はいい加減でも、家族のことを思い、作る。そこに物

語があるのだと思う。

みんなあつまれ
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あさがお やまのうえのおくら

リレー
エッセイ「思い出の絵本」 ～51～

（上深荻町　興野　千賀子）
　私が幼い頃、両親が買い揃えてくれたのがアンデルセンの童話集でした。長い間、

暇さえあれば手にとって読み返していたのが懐かしくて、娘にも読み聞かせてあげ

ようと買ってみたのがこの本です。絵本が好きな娘、さっそく読んであげるねと開

きましたが…。「こわいから、もういい！。」確かに、アンデルセンの作品は、この本に

も載っている『おやゆびひめ』などのかわいらしいお話は少なく、シンデレラや白雪

姫などで知られるグリム童話と比べるとあこがれの王子様やお姫様もあまり登場

しません。ハッピーエンドで終わらないものが多いのもアンデルセンの特徴だそう

です。でも、物語性が豊かで描写が美しく、人生を深く考え、小さなもの、弱いものに

愛情が注がれています。大人になっても考えさせられたり、心が温かくなったり。ま

た、この絵本ではさし絵をいろいろな人が描いていて、どれも味わい深く、私は大好

きです。

　残念ながら、幼稚園児だった娘にはそのおもしろさが伝わらず、しばらく本棚に

しまい込まれていました。最近、このエッセイを書くのにこの本を引っぱり出して見ていると、小学生になった娘が「か

して。」としばらく一人で夢中で読んでいました。そんな姿を見て、大きくなったんだなと子どもの成長を感じ、たくさ

んの本を通して、心の豊かな人になってほしいと願うママでした。　　　（次回は　天神林町　河西　渚さん）

アンデルセン
童　話　集『 』

ちょっと
ひといき

ほっ カワラナデシコ
（ナデシコ科）

常陸太田の地名話 ～5～

天下野　【水府地区天下野町】
け　が　の

�むかし、高倉村の獅子舞を
なりわいとする者が、徳川光
圀公から「天下一」のおほめ
のことばをちょうだいした。

そこで、「天下一」ののぼりを掲げ江戸に出て、そのわざを見せ回ることも多くなった。
ところが、時の将軍の目に留まり「天下一とは、身分を越え、ふとどきである」と、とが
められた。そこで、光圀公が「天下野村で一番の意である」といいひらきをして事なきを得、
その後元禄11年高倉村の一部を天下野村と名まえを改めたという。　　　（石川　誠）
　『水府村史』『水府村の民話』『水戸紀年』より　 天下野町の宿通り

　日当たりのよい草原

や土手に自生するが、最

近は数が少なくなって

いる。ピンク色の花びら

に細かい切れ目があり、

なでたいほどかわいい

子から撫子の名がつけ

られた。昔から愛され、

秋の七草の一つに数えられている。

　「萩の花　尾花　葛花　瞿麦の花　女郎花　

また藤袴　朝顔の花（キキョウ）」　山上憶良

　別名ナデシコ　ヤマトナデシコともいう。大

和撫子は日本女性の清楚な美しさのたとえと

される。

　「うるはしみ　我が思ふ君はなでしこが花に

なそへて見れば飽かぬかも」　（万葉集　大伴

家持）

　また、枕草子には「草の花は撫子　唐のはさ

らなり　大和のもいとめでたし」とある。

　ナデシコは石竹、瞿麦と漢名で表記される。

　カラナデシコは中国原産で日本名石竹のこと。

（桐原　弘）　

し　し まい

「ママごはん」
農家レストラン

「ママごはん」
農家レストラン

　その日採れた新鮮無農薬野菜

を中心に、日替わりの食事が楽

しめるビュッフェスタイルのレ

ストランです。農業を経験した

ことがなかった店主が、初めて

ほうれん草を栽培して食べたそ

の甘さに感動して、皆さんにも

この感動を提供したいとオープ

ンさせました。

　店主自ら栽培した無農薬野菜をオリジナルにアレンジした料理

が多種類（15～20品）楽しめ、最後に、手打ちそばとデザートが付

いて1,500円（昼）。母の味を感じることができるお店です。

　常陸太田市下利員町728（駐車場あり）
　TEL＆FAX：0294-76-1097

　営業日：水・木・金・土・日
　時　間：〈昼〉11：00～15：00
　　　　　〈夜〉17：00～20：30
　　　　※夜は予約が必要です
　席　数：９テーブル
　料　金：〈昼〉1,500円
　　　　　〈夜〉2,000円
　　　　（ビュッフェスタイル）

　　　　　　　　（菊池　智之）

お　ばなはぎ くず ばな なでしこ おみなえし

ふじばかま

おおともの

やかもち

おす
すめ
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