
水とあそぶ（里川）

「川あそび」

小学５年生だった頃の私はプール学習が苦手でした。よくいわれ

る「カナヅチ」です。でも、近くの小川には、友達とよく水遊びに

行っていました。ある日、友達のひとりが「少し遠いけど大きな川

知ってるから、泳ぎに行こうよ！」。夏休みになって、おにぎりを

作り、友達の家に遊びに行くと告げて、いざ出発。山を一山越え、たどりついた川は、川幅が広くゆった

りと水が流れていました。その流れに助けられ、いつの間にかみんなと一緒にスイスイと泳いでいました。

橋の上から、見知らぬおじさんに「そこは深いから泳がない方がいいよ」と声をかけられ、山道を楽しく

歌いながら帰って来たのを覚えています。家族に見つからないようにと水着を干したのですが、当時77歳

だった祖父は私にそっとたずね、「うんうん、そうか、だがあそこはもう行っちゃいけないよ、な」とや

さしく頭をなでてくれました。その後祖父が幼い頃、祖父の友達がその川で亡くなっているのを知りまし

た。怒らずに、短い言葉で頭をなでてくれたことで「もう行かないよ」とうなずいた私。母親になった今、

祖父が教えてくれた諭すと言う事は、なかなか難しいことだと実感。『川遊び』と聞くと思い出します。

（後藤　百合子）
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 寺門　芳子さん　太田二高の歌姫！

とひといき

「如水心の額」

絵本の思い出を書こうと思ったときに、亡くなった父を思い出しました。幼い頃父の膝の中で絵本を開いて読んでもら
ったことです。特に童謡の絵本はとても大切にしていました。今の絵本と違い詩だけが書いてありました。私のお気に入
りは「月の砂漠」で、幼いながらもラクダに乗った王子様とお姫様が素敵に見えたのでしょう。少し大きくなってから絵
本と同じ模様のスカーフをプレゼントしてくれました。ピンク色の地色に赤い模様でした。幼い頃のやわらかな心が胸に
蘇ってきました。もうすぐ父の命日です。

（次回は新妻千枝子さん）

今日は、梅雨時にもかかわらず暑い日がつづいていますがこういう時は又一段とお
忙しいでしょうネ。不景気知らずと言うところでしょうか。所で、本日はちまたでも
評判のおからドーナツと豆乳プリンについて是非お話しをおうかがいいたしたく、
市内馬場町（馬場Ｔ字路）にお店を構える会沢豆富店さんをお尋ねしました。

さっそくですが
Ｑ：創業はいつごろだったでしょうか？

Ａ：昭和２７年、戦後まだ物資も十分でない時期に父が開店し、私は二代目です。
Ｑ：評判のおからドーナツと豆乳プリンについて
（１）発想のきっかけは？
Ａ：和風の代表選手でもある豆腐の健康食品としての価値を老若男女、ひとりで
も多くの方々に理解してもらえるものはないか、また、特に若い人達に喜んで
もらえるものは何かという想いが燻っていた。

（２）商品化するまでのご苦労は？
Ａ：なかなかうまくいかず無我夢中でした。特に、お惣菜になるかどうか、それぞれの　
材料の割合はどうすればいいか等試行錯誤の連続でした。結局オヤツにと切り換えま
した。

（３）１日のうち何時ごろ来店すれば買えますか？
Ａ：午前11時～12時頃なら出来立てです
Ｑ：将来の夢そして目標は？
一歩一合の精神（一歩前進すれば一合の兵糧を得）で商品開発に努力し、結果とし　　
て街の活性化につながればと思います。お忙しいところ長時間有り難うございまし
た。益々のご発展をお祈りします。 （Ｔ．Ｔ）

会沢豆富店
馬場町４７６

ＴＥＬ７２－０９３５

とひといき

「如水心の額」

「子どもの頃から音楽の道に進もうと思っていたのではないんです。」歌
が好きで、うたうことが楽しくてしかたがない、という雰囲気の先生から
最初に伺ったお話は意外でした。「子どものころから、好奇心たっぷりな子
どもでした。最初に音楽にふれたのはバイオリン、おじいちゃん先生に習
っていたのですが、この先生が全然練習をしなくても、決してしからない
先生でした。レッスンが楽しく続けられたのはこの先生が、小さな子に音
楽の楽しさを最初に教えてくださったからだと思っています。」
太田二高の前任の音楽の先生が退職なされると聞いて、ご自分から希望

して太田二高に赴任していらっしゃいました。「どうしても女子高で合唱の
指導がしたかった」その想いが生徒たちに伝わるのはとてもはやかったよ
うです。着任１年目からＮＨＫ全国音楽コンクール入賞。その後も毎年、
数々の賞に輝いています。今春、生涯学習センター講座合同開講式で、「声

の秘密」と題して、先生の学生時代のエピソードを交えてお話をされました。「声は、その時々の自分の状態がそのまま現
れ、その気持ちまでもが声に乗って相手に届くものです。落ち込んだ時は声も下向きになります。だから、楽しい声を出
せば、気分さえ変えられるのです。声・言葉は、人と人を繋いでいく素晴らしいもの。人を歓ばせることのできる声を心
がけたいです。お話を伺った時は、音楽部のみなさんが練習中でした。「素直な生徒たちの素直な歌声でしょう」時に厳し
く、そして笑顔で、全力で生徒たちに向き合っている先生に、飾らない女性の美しさを感じました。

とひといき

「如水心の額」



子どもたちは、
いろいろとルール
を工夫したり、目
標を決めて挑戦し
たり、遊びに変化
を加えて楽しんで
います。高学年の
児童は、低学年の
児童にルールやや
り方を教え、よく
面倒を見ている姿
も見られます。本
校は、集団登下校
をしていないの
で、異学年による
縦の人間関係がで
きにくい状況でしたが、これらの活動を通して近所の
子どもたちの好ましい人間関係が形成されようとして
います。
「昔遊び」では、教師も子どものころを思い出しな

がら指導に当たっています。夢中になって遊ぶ中で、
ふれあいや自然に体力がつくことを願っています。

太田まつり太田まつり

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

なかよしタイムなかよしタイム太 田 小
本校では、昨年度から児童の体力の向上を図るため

に、木曜日の昼休みの時間を15分延長して「なかよし
タイム」を実施しています。この時間では、町内別の
縦割り班を編成し、６年生の班長を中心に「昔遊び」
等を行っています。「けいどろ」、「ひまわり鬼」「田の
字鬼」「ヘビ鬼」等が人気のある「遊び」です。
今年度は、「いきいき茨城っ子育成事業」の実践協

力校の指定を受けて、「器具等を使った遊び」も加え
ました。「ゴムとび」「バンブーダンス」、「ぼうはばと
び」、「とびおり」等12のゾーンをつくって、ローテー
ションで時間ごとに移動しながら、遊びます。

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

なかよしタイムなかよしタイム

リトミックに行っています 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

なかよしタイムなかよしタイム

Ｐ.Ｎ．織田裕子　｜｜｜｜常陸太田子どもの劇場｜｜｜｜

調子をあわせてバンブーダンス

ジャンプ！！スリル満点



「常陸太田ぶどう園野外ジャズコンサート」2001

今年も収穫祭のシーズンがやって来ます。定番の「お父さん、はやくむいてよ！！」
「チームエンデューロ」に加え、なぞの主婦企画「お母さん、ながくむいてよ！！」
を予定、家族みんなで遊びにいこう。

主　催 常陸太田市体育協会ＭＴＢ部　大会実行委員会
と　き ９月９日（日）雨天決行
ところ 常陸太田市ふるさとの森　マウンテンバイクトレール
参加費 ○お父さん、はやくむいてよ！！ 2,000円/親子２名

○４時間チームエンデューロ　　　一般3,500円/１名　女性3,000円/１名
小中学生2,000円/１名　※１チーム４名まで

種目内容
○お父さん、はやくむいてよ！！　―小学生とそのお父さん（お母さんも可）

※代理オヤジの在庫あります。（速いの遅いのとりそろえております）
●お父さんがコースを１周（1.8㎞）しながらコース内にある梨を見つけてもってくる
●お父さんが皮をむいて２人で食べる
●食べ終わったら小学生がスタート、コースを１周しながらブドウを採ってくる
●２人でブドウを食べ終わったらゴールする

○４時間チームエンデューロ　―小学生３年生以上の健康な男女（１～４名）
・４時間で何周できるかを競う１～４名のチームエンデューロです。

（申込先）
〒311-0321 茨城県常陸太田市春友町884
うっかり八兵衛カップ事務局　武藤　邦宏
ＴＥＬ・ＦＡＸ　０２９４－７８－０５３２
メールアドレス　musaz@h5.dion.ne.jp
ホームページ　http//www.seizanso.co.jp/mtb

常陸太田市内に住む親子
（子どもは小学生以上）
20組（先着順）
無料
郵便はがきに、①親子の氏名、②年齢（学年）、
③〒住所、④電話番号を記入のうえ、９月10日
～16日までに申込みください。

常陸太田市中城町3280番地
TEL 0294（72）8888 生涯学習センター

講 師：大 沢 啓 二 氏（元日本ハム監督）
と　き：８月17日（金）18：30開演
ところ：常陸太田市生涯学習センター

ふれあいホール（入場無料）

(社)常陸太田青年会議所では、これからの
時代を担っていく子ども達を育む為に必要
な「心の豊かさ」を私達大人が取り戻すこ
とが大事であると考え、あの、「親分」で有
名な、元日本ハム監督の大沢啓二氏をお迎
えして大人のための講演会「人間賢いだけ
じゃだめ～触れてみよう自分の心のゆたか
さに～」を一般公開いたします。お話の内
容上、入場を18歳以上に限定させて頂きま
すが、これからの未来のために、たくさん
の方のご来場をお待ちしております。
問い合わせ：久保木誉

TEL０２９４－７３－２９２９

幡山の粘土で土器や埴輪をつくり、秋には野焼きで土器を焼
きます。

土器づくり　９月２日（日）９：００～１２：００
春友手づくり工芸センター

野焼き　　　11月23日（金）祝日８：００～１６：００
里川河川敷

○観覧ご希望の方は、生涯学習センターへ直接来館してお申し込み下さい。先着順で入場券をお渡しいたします。
【お問い合わせ・申し込み】常陸太田市生涯学習センター　TEL0294（72）8888（月曜日休館）

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）

◎土器をつくろう

◎実施日と場所

◎対　　象

◎募集人数
◎参 加 費
◎申込方法

◎応募先及びお問合せ先

モノをつくるよろこび
親子でいっしょにLet's Try！

8／18
（土）14:00～

8／25
（土）14:00～

9／22
（土）14:00～

「夏休みアニメランド」
ハイビジョンシリーズ

「クマのプーさん」
リバイバルシリーズ

「お墓がない」
リバイバルシリーズ



自然にふれあう一番の方法は、やはり直接ふれあう方法です。それには、昆虫採集に挑戦するのが一番です。
よく、昆虫採集は自然破壊だというようなことがいわれますが、太田市内の里山で、子供たちが採集して絶滅し
てしまうようなことはありません。自然へのふれあい、興味のきっかけとなるようなプラスの方がずっと大きい
はずです。

まずは、準備、用具をそろえましょう
ねらった虫は逃がさない　虫取り網
おもちゃやさんで売っているような物でもい

いんですが、あまりにも小さくこわれやすいの
で少し本格的に用意してみましょう。
まずは、柄の部分ですがこれには、魚釣りに

使う「たも網」が一番です。釣具店などで３～
４㍍に伸ばせるのが、売っています。この竿の
つなぎ部分にテーピングテープを　巻いて太く
し押し込んでおけば、各段の長さで止めること
ができます。
網は1000円くらいで、専門店にて売っていますが、ナイロン紗の布を袋状に縫ってもだいじょうぶです。長さ

は60㎝ぐらいがよいです。

捕った虫は大切に傷つけない　虫かご・三角缶
カブトムシやバッタの仲間は、虫かごでもじゅうぶんですが、チョウやトンボは虫かごに入れるとすぐにぼろ

ぼろになってかわいそうです。そこで、チョウやトンボは三角紙につつんで動かないようにして、三角缶に入れ
ておきます。三角紙は文具店で売っているパラフィン紙を長方形に切っておっておきます。三角缶は専門店で売
っていますが、段ボールで作っても十分です。
三角紙の折り方

三角缶の展開図

昆虫採集のすすめ昆虫採集のすすめ

さあ、外に出て、虫取りに挑戦です
うまく網を使って、虫を捕まえるわけですが、まず、虫

を見つけなければなりません。やはり、一番は、雑木林の
周辺に行くのがよいと思います。まわりに咲いている花を
目安に探すと見つけやすいです。また、軽く木をたたいて
みて飛び出すのを見つけるのも良い手です。ネットに入れ
た虫は、軽く網をひねって網の口を閉じて逃げないように
して捕まえます。チョウやトンボは羽を持たないで胴体を
つかみましょう。
地面や木の幹にとまっている虫は、右の写真のようにす

ると逃がさないでとれます。

採った後も大切　採った虫ののこし方
一番大切なこと　採った場所月日を忘れずに書いておく ラベル作り
採集した虫にはかならず、いつどこで採ったのかがわかるようにしておくことが一番大切です。それをしっか

り残しておけば、博物館や大学での大切な資料となっていくこともあるのです。ふつうは１匹ずつ四角い紙（ラ
ベル）に書いてつけておきます。

標本にしてのこしておこう
採集した虫は、ほとんどのばあい、特別な注射をする必要はありません。よく乾燥させておくだけで残してお

くことができます。しかし、トンボやバッタの場合は乾燥する前にくさってしまうことがあるので、ピンセット
などでおなかの中身を抜いて、なかに綿や棒をつめておくとよいです。
またチョウやトンボなどは、下の図のように、展し板という板の上で羽を広げパラフィン紙で固定して乾燥さ

せると綺麗な標本になります。展し板がないときは、スーパーなどの食品トレイに穴をあけて使ってもできます。
体が固まったら虫ピンをさして、防虫剤の入った標本箱に並べておけば完成です。その時一緒にラベルをさして
おくことを忘れないでください。

展しのやりかた
ピンで虫を固定したら、
細いピンで羽を動かし、
パラフィン紙で押さえて
マチ針で止めます。

点線部で山折り 出た部分を折り返す 三角の袋になった中に
虫を入れる

点線部で山折り

のりしろ

ひもを通して肩から
ぶら下げるように
すると便利

虫ピンのさし方

採集した場所
採集した年月日
採 集 し た 人

茨城県常陸太田市木崎一町
2001年７月１日
太田　太郎

虫の下に採集日や場所を書
いたラベルをさしておくの
を忘れずに

完成した標本は、標本箱に防虫剤と一緒に入れておけ
ばいつまでも長持ちします。

ラベルの書き方
（例）

（（佐々木　泰弘佐々木　泰弘））
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して捕まえます。チョウやトンボは羽を持たないで胴体を
つかみましょう。
地面や木の幹にとまっている虫は、右の写真のようにす

ると逃がさないでとれます。

採った後も大切　採った虫ののこし方
一番大切なこと　採った場所月日を忘れずに書いておく ラベル作り
採集した虫にはかならず、いつどこで採ったのかがわかるようにしておくことが一番大切です。それをしっか

り残しておけば、博物館や大学での大切な資料となっていくこともあるのです。ふつうは１匹ずつ四角い紙（ラ
ベル）に書いてつけておきます。

標本にしてのこしておこう
採集した虫は、ほとんどのばあい、特別な注射をする必要はありません。よく乾燥させておくだけで残してお

くことができます。しかし、トンボやバッタの場合は乾燥する前にくさってしまうことがあるので、ピンセット
などでおなかの中身を抜いて、なかに綿や棒をつめておくとよいです。
またチョウやトンボなどは、下の図のように、展し板という板の上で羽を広げパラフィン紙で固定して乾燥さ

せると綺麗な標本になります。展し板がないときは、スーパーなどの食品トレイに穴をあけて使ってもできます。
体が固まったら虫ピンをさして、防虫剤の入った標本箱に並べておけば完成です。その時一緒にラベルをさして
おくことを忘れないでください。

展しのやりかた
ピンで虫を固定したら、
細いピンで羽を動かし、
パラフィン紙で押さえて
マチ針で止めます。

点線部で山折り 出た部分を折り返す 三角の袋になった中に
虫を入れる

点線部で山折り

のりしろ

ひもを通して肩から
ぶら下げるように
すると便利

虫ピンのさし方

採集した場所
採集した年月日
採 集 し た 人

茨城県常陸太田市木崎一町
2001年７月１日
太田　太郎

虫の下に採集日や場所を書
いたラベルをさしておくの
を忘れずに

完成した標本は、標本箱に防虫剤と一緒に入れておけ
ばいつまでも長持ちします。

ラベルの書き方
（例）

（（佐々木　泰弘佐々木　泰弘））



「常陸太田ぶどう園野外ジャズコンサート」2001

今年も収穫祭のシーズンがやって来ます。定番の「お父さん、はやくむいてよ！！」
「チームエンデューロ」に加え、なぞの主婦企画「お母さん、ながくむいてよ！！」
を予定、家族みんなで遊びにいこう。

主　催 常陸太田市体育協会ＭＴＢ部　大会実行委員会
と　き ９月９日（日）雨天決行
ところ 常陸太田市ふるさとの森　マウンテンバイクトレール
参加費 ○お父さん、はやくむいてよ！！ 2,000円/親子２名

○４時間チームエンデューロ　　　一般3,500円/１名　女性3,000円/１名
小中学生2,000円/１名　※１チーム４名まで

種目内容
○お父さん、はやくむいてよ！！　―小学生とそのお父さん（お母さんも可）

※代理オヤジの在庫あります。（速いの遅いのとりそろえております）
●お父さんがコースを１周（1.8㎞）しながらコース内にある梨を見つけてもってくる
●お父さんが皮をむいて２人で食べる
●食べ終わったら小学生がスタート、コースを１周しながらブドウを採ってくる
●２人でブドウを食べ終わったらゴールする

○４時間チームエンデューロ　―小学生３年生以上の健康な男女（１～４名）
・４時間で何周できるかを競う１～４名のチームエンデューロです。

（申込先）
〒311-0321 茨城県常陸太田市春友町884
うっかり八兵衛カップ事務局　武藤　邦宏
ＴＥＬ・ＦＡＸ　０２９４－７８－０５３２
メールアドレス　musaz@h5.dion.ne.jp
ホームページ　http//www.seizanso.co.jp/mtb

常陸太田市内に住む親子
（子どもは小学生以上）
20組（先着順）
無料
郵便はがきに、①親子の氏名、②年齢（学年）、
③〒住所、④電話番号を記入のうえ、９月10日
～16日までに申込みください。

常陸太田市中城町3280番地
TEL 0294（72）8888 生涯学習センター

講 師：大 沢 啓 二 氏（元日本ハム監督）
と　き：８月17日（金）18：30開演
ところ：常陸太田市生涯学習センター

ふれあいホール（入場無料）

(社)常陸太田青年会議所では、これからの
時代を担っていく子ども達を育む為に必要
な「心の豊かさ」を私達大人が取り戻すこ
とが大事であると考え、あの、「親分」で有
名な、元日本ハム監督の大沢啓二氏をお迎
えして大人のための講演会「人間賢いだけ
じゃだめ～触れてみよう自分の心のゆたか
さに～」を一般公開いたします。お話の内
容上、入場を18歳以上に限定させて頂きま
すが、これからの未来のために、たくさん
の方のご来場をお待ちしております。
問い合わせ：久保木誉

TEL０２９４－７３－２９２９

幡山の粘土で土器や埴輪をつくり、秋には野焼きで土器を焼
きます。

土器づくり　９月２日（日）９：００～１２：００
春友手づくり工芸センター

野焼き　　　11月23日（金）祝日８：００～１６：００
里川河川敷

○観覧ご希望の方は、生涯学習センターへ直接来館してお申し込み下さい。先着順で入場券をお渡しいたします。
【お問い合わせ・申し込み】常陸太田市生涯学習センター　TEL0294（72）8888（月曜日休館）

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）

◎土器をつくろう

◎実施日と場所

◎対　　象

◎募集人数
◎参 加 費
◎申込方法

◎応募先及びお問合せ先

モノをつくるよろこび
親子でいっしょにLet's Try！

8／18
（土）14:00～

8／25
（土）14:00～

9／22
（土）14:00～

「夏休みアニメランド」
ハイビジョンシリーズ

「クマのプーさん」
リバイバルシリーズ

「お墓がない」
リバイバルシリーズ



子どもたちは、
いろいろとルール
を工夫したり、目
標を決めて挑戦し
たり、遊びに変化
を加えて楽しんで
います。高学年の
児童は、低学年の
児童にルールやや
り方を教え、よく
面倒を見ている姿
も見られます。本
校は、集団登下校
をしていないの
で、異学年による
縦の人間関係がで
きにくい状況でしたが、これらの活動を通して近所の
子どもたちの好ましい人間関係が形成されようとして
います。
「昔遊び」では、教師も子どものころを思い出しな

がら指導に当たっています。夢中になって遊ぶ中で、
ふれあいや自然に体力がつくことを願っています。

太田まつり太田まつり

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

なかよしタイムなかよしタイム太 田 小
本校では、昨年度から児童の体力の向上を図るため

に、木曜日の昼休みの時間を15分延長して「なかよし
タイム」を実施しています。この時間では、町内別の
縦割り班を編成し、６年生の班長を中心に「昔遊び」
等を行っています。「けいどろ」、「ひまわり鬼」「田の
字鬼」「ヘビ鬼」等が人気のある「遊び」です。
今年度は、「いきいき茨城っ子育成事業」の実践協

力校の指定を受けて、「器具等を使った遊び」も加え
ました。「ゴムとび」「バンブーダンス」、「ぼうはばと
び」、「とびおり」等12のゾーンをつくって、ローテー
ションで時間ごとに移動しながら、遊びます。

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

なかよしタイムなかよしタイム

リトミックに行っています 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

なかよしタイムなかよしタイム

Ｐ.Ｎ．織田裕子　｜｜｜｜常陸太田子どもの劇場｜｜｜｜

調子をあわせてバンブーダンス

ジャンプ！！スリル満点




