新しい組織で更に
充実した活動を目指す！
平 成 年 度 ︑森 と せ せ らぎ ネ ッ ト ワー ク 定 期 総会 が 五
日︵日 ︶十三時 より井田 共和会館に て行わ れました ︒数
多くの 議案も審 議可決さ れ全てが承 認され ました︒ これ
を受け て臨時幹 事会が開 催され当面 の課題 について 論議
されました︒
第 九 回ネ ッ ト総 会が 開 かれ た

代表 松本浩次郎
４月 ５日︵日︶の 午後︑井 田共
和会館 で﹁定期総会 ﹂と﹁お 花見
会﹂が 開かれました ︒﹁足元 のお
悪い中 ・・・﹂会員 多数が参 加し
ました ︒遠藤幹事が 持ち前の くだ
けた調 子で司会し︑ 松本幹事 の開
会の挨 拶で︑会場は グ ーン と緊
張しました︒
まず ︑田辺事務局 長が﹁２ ０１
４年度 の活動実績﹂ ﹁２０１ ５年
度の活動方針案﹂を︑次いで﹁ネッ
トニュ ースの発行予 定﹂を遠 藤広
報部長 が︑﹁年間文 化活動計 画﹂
を中谷 文化部長が説 明し︑全 員の
拍手により承認されました︒また︑

し た︒︵第一回 実行委員会 にて正
江 川の 水と 緑を 考え る会 を経
式に決定します︒︶
て﹁ 森と せせ らぎ ネッ ト﹂ 代表
今回が最後に なる会計報 告と新
とし て先 頭に 立ち 数多 くの 実績
年 度予算案が千 々和会計か ら報告
と貢献をされた平井氏を悼む
さ れ︑伊東監査 役から適法 の報告
が あり︑いずれ も満場一致 で承認
森とせせらぎネット副代表より
さ れました︒財 布のヒモを ガッチ 漢詩を頂き紹介します︒
リ 握っていた千 々和さんが 去って
も ︑後任の会計 が水海会計 幹事な
の で︑会場の片 隅からは安 心の声
が漏れました︒
総会がすべて 終わると︑ お待ち
か ねの﹁お花見 会﹂です︒ 誰が
雨 男か雨女か 分かりませ んが今
年 も雨模様なの で︑同じテ ーブル
に 料理と飲み物 が盛り沢山 に並べ
ら れました︒中 谷さんの﹁ 鳥取名
産 手造り稲荷す し︵正確な 名前は
忘 れました︶﹂ や﹁お汁粉 ﹂が好
評でした︒
向江幹事が司 会し︑遠藤 幹事の
渋 くて高音の民 謡が披露さ れると
生前のご活 躍を称え茲 に謹んで
会 場は一気に盛 り上がりま した︒ 哀悼の意を捧げます︒
会 場からの注文 に応え諸国 の民謡
稲本文雄
を披露しました︒圧巻だったのは︑
下 小田中・女性 チーム４名 の﹁フ
及び
ラ ダンス﹂でし た︒真っ赤 な衣装
関連団体のイベント紹介
と花模様
の腕輪を
し た 腰 と ▼せらぎネット定期総会
手先が左
四月五日 ︵日︶井田共 和会館に
右に揺れ
て 時よ り二部で懇親 お花見会
ると︑見
︵井田公園︶
物の男性
せせらぎ文 化部 四月 の管理棟
の声と熱
掲示開催 春の光をあ びてリフ
気が一気
レッシュ気 分ではがき 絵展
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１４名 の幹事が選任 され︑女 性の
須山三 枝子さんが復 活し︑医 療生
協の柳 沢昌美さんが 新任され まし
た︒唯 ︑永年貢献さ れた多賀 すみ
江さん と千々和みど りさんが 家庭
の事情 で退任された のは淋し い限
りです ︒また︑１４ 名のうち 女性
幹事が ４名とは︑時 代の最先 端を
目指す ネットにして は物足り ない
体制で はないでしょ うか︒平 井代
表が顧 問に︑松本幹 事が代表 に︑
稲本幹 事が副代表に 推薦され ︑拍
手で承認されました︒
参考 資料として﹁ 第９回森 とせ
せらぎ 祭り﹂の構想 が提示さ れま

経験を生かした手腕に期待

にたかま
りまし た︒
田 辺事務局長を 真ん中にし た記念
撮影にはフラッシュが輝きました︒
予想外だった のは？千々 和みど
り さんの﹁謡曲 ﹂でした︒ みどり
さんは茶の湯や華道の先生とかで︑
日ごろの薀蓄が飛び出したのでしょ
う が︑今後の精 進に期待し ましょ
う ︒また︑司会 から松本代 表にも
声 がかかりまし たが︑﹁詩 吟の教
本 ﹂を準備して なかったの で﹂と
断 られ残念です が次回に期 待しま
し ょう︒楽しい 時間は早く 過ぎ去
る ものです︒松 本代表が﹁ 楽しい
こ とを︑みんな で交代しな がら︑
せ せらぎに何か 残す活動を ﹂と︑
最後を締めくくりました︒
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▼ひとみ座 寄席を楽しむ 会
プロの落 語家の芸を身 近に感
じ︑思い切 り笑って楽 しめる
人気イベントです︒
月 日︵土︶ 開演 (1)15:00
料金︵入場料︶
(2)19:00
前売り 1,700
円︵当日 2,000
円︶
会員
円
1,500
小・中・高校生 500
円
▼神庭・里山を楽しむ会
竹の子堀・ 詳細は︑現 地の掲示
板より確認ください︒
草刈竹林管理︒月一回
六月七日︵ 日︶ ジャ ガイモ収
穫祭
▼井田囃子保存会
参加者募集中 参加無料
稽古日毎週 金曜日六時 半〜八時
半 井田神社
大人の方も歓迎 問合せ 七六
六 〇-二三五まで
▼井田山市民健康の森を育る会
四月二十 七︵日︶竹林 手入れ
五月十八︵ 日︶ バザ ー・花植
え 二十五 日︵日︶里 山ものつ
くり講習会 ︵布草履つくり︶
5
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松本氏

森とせせらぎネット代表
平井資嘉寿氏は4月10日未
明、入院先の井田病院で急
逝されました。（享年85歳）
ここに深く哀悼の意を捧げ
ます。
尚、葬儀は既に執り行わ
れました。

第36号
新代 表

訃報

平井資嘉寿代表

３月 日︵日︶
に入 院先の 井田 病
院の 病室に て平 井
代表 から皆 さん に
挨拶 を伝え て欲 し
い旨 の連絡 があ り
まし た︒田 中氏 と
私が メモを とる 形
で伺 ってき まし た
ので紹介します︒
せ せらぎ ネッ ト
及び お祭り の皆 様

遠藤記

質疑に応じ答弁する。
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にお 伝えし ます ︒
最後 ︵総会 ︶の 所
で会 えなく て残 念
です ︒生涯 に渡 っ
てご支援 を頂き感謝し てます︒ 今
後は︑こ の川の原点に 戻り子供 未
来地域触 れ合いを大切 にして皆 さ
ん方のこ の中原区そし て高津区 が
手を取り 合って綺麗な 憩いの散 歩
道に整備 して頂きたい と思って い
ます︒ま た︑いつまで もせせら ぎ
祭りが続きますようお願いします︒
幸い橘公 園︑子母口小 学校も第 一
回より協 力して頂き少 しずつで す
がお祭り が地について 来ており 感
謝しています︒
四月五 日︵日︶定期 総会です が
毎年︑井田神社をお借りしてます︒
新しい組 織の皆さんと すべての 行
事を取り まとめをお願 いいたし ま
す︒体調 不安の為︑残 念です︒ ど
うか皆様に宜しくお伝えください︒
平井さんは筆達者ですが何せ 手
に力が入 らなくインタ ビューの 形
になりました︒

、

ｩ
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平井資嘉寿代表、今期より顧問へ
入院先の病室で総会に向けてお言葉を頂きました。

都市型農業/蟹ヶ谷

萩原信芳 さん

小雨 の
降る 日
︵ 火︶ 地
元 ︑蟹 ヶ
谷 で近 代
農 業︵ 都
市型︶を 目指して順調 なハウス 栽
培の成果 を上げている 萩原信芳 さ
ん︵ ︶を訪ねてお話 を伺いま し
た︒
﹁今ま で務めていた 会社では ア
パレル関係の洋服の仕入れ︑企画︑
営業販売 をしてました が大手の 進
出により 辞めざるを得 なく﹂と い
きさつ語 ってくれまし た︒ 父 ・
完二さん ︵ ︶は畑 アール︑ 果
樹園 ア ールで農業を 営む中︑ 信
芳さんは 年前に就農 してビニ ー
ルハウス でトマト﹁り んか﹂﹁ フ
ルティカ﹂等の栽培を始めました︒
当時は ︑試行錯誤し て先輩等 に

最新設 備を導入し ︑新鮮
な取 り 立 て 野 菜の 注 文
をＬＩＮＥスマホの
アプリで！

色々な経験が、そして良き仲
間が、そして良きアドバイスが
これからの時代を築く

2
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自慢のハウスには

相談したり悩んでる時﹁たまたま︑
神奈川県 の農協技術セ ンターの 担
当の方か ら農業セミナ ーをとの お
話があり ２年間栽培の 講義や研 修
を受けま した︒実務栽 培の状況 把
握や問題 は︑ＰＣで画 面を見な が
ら即対応 ﹂又︑﹁個別 訪問指導 の
時に︑父の畑の技法を見習うといっ
たノウハ ウの共有化を 図り対応 ﹂
なんと素晴らしい方策でしょう︒

73

文・遠藤

たると 破けてしまう 事﹂が一 番気 ▼ 十一月はがき 絵展▼一 月新年挨
にかけているそうです︒
拶 と干支の切り 絵風のバト ンタッ
販 売 方 法 は 今 ま で の 仕 事 経 験 を チ ▼三月 年 度締めの掃除
生かして自宅での直売と︑子育て
中の母 親世代からの 声もあり 新し
い販売 方法で﹁ＬＩ ＮＥで注 文を
江川せせらぎ物語
受け収 穫に応じる﹂ 萩原農園 が確
第 話
立され ︑毎日発信す る情報で 新鮮
で安心できると好評︒
﹁江川の水と緑を 考える会﹂
これか らも他にはな い美味し い新
結成へ
鮮野菜 づくりをお願 いします ︒今
日は︑ お忙しい中有 難うござ いま
した︒
写真・田中

中 谷倭 文乃

せせらぎ文化部
管理棟では！
文 化部 長

無事︑総会が終わ り今年度の
提出年間計画で行います︒
大筋で は同じ内容に なります が文
化部で の作品をより 綺麗に見 て頂
く為︑ 管理棟の掲示 板の一部 補修
を行い ます︒また︑ 掲示上部 の看
板を新 たに掲げ気持 ちを込め て活
動します︒︒
江川せせらぎ遊歩道 の四季折々
の自然 を子供達や高 齢者の方 々ま
たジョ キングされる 若者︑ウ オー
キング 仲間とさまざ まな思い で利
用され 知って頂いて いる事に 大変
嬉しさを感じています︒
日頃 ︑森とせせら ぎネット の活
動を見 守って下さっ ている近 隣の
皆様の 支によって管 理棟での 作品
展が一 層飛躍出来る 力になっ てい
ます︒ これからも未 来を担う 子供
達の思 い出に残る故 郷作りの お手
伝いを させて頂きた いと思っ てい
ますの でご協力の程 よろしく お願
い申し 上げます︒只 今︑はが き絵
展を開催中です︒
▼四月 春の光を浴びてリフレッ
シュ気分ではがき絵展 ▼ 五月折
り紙展 五日︵火︶ 折り紙教 室開
催▼六月はがき絵仲間展▼ 七月写
真展▼八月作品展▼ 九月写真展
︵灯ろう流し︶十月晴山信子書展

松本浩次郎

シベリア鉄道とバイカル湖の旅

続編
コザックは 一種の﹁国 家的任侠
団体﹂で︑新 天地を開発 して行く
コザックの姿 が浮かび上 がってき
た︒バイカル 湖の爽やか な風に吹
かれながら︑ ロシア市民 の問題意
識や彼女の家 族関係にま で話が広
がった︒
カジーナリ 自然保養地 は﹁日の
出のサンロー ド﹂に始ま り︑食事
の時も通訳の 役割を超え た給仕を
してくれ︑湖 畔のハイク でも辺り
の草花の説明 が詳しく︑ 浜辺での
記念撮影では ﹁ツーショ ット﹂に
も収まってく れ︑われわ れの日ロ
友好は更に深 まった︒案 内人が帰
りの浜辺で︑ 自然物以外 のゴミを
拾いザックに 収める行動 を手伝う
ナターシャの 姿に︑ロシ ア民族の
純朴さ︑真面 目さを印象 付けられ
た︒
ナターシャ︑
あゝ︑ 愛しのナ
ターシャ ！！！
③
バイカル湖
﹁ゆたかなる ザ・バイカ ルの 果
てしなき野山 を やつれ し旅人が
あてもなくさまよう・・・﹂
この歌は若い 時分の﹁歌 声喫茶﹂
の思 い出の
一つ だが︑
ロシ ア皇帝
の専 制政治

が 活動していた のです︒そ して︑
に反 抗して
そ こになぜか地 域の 若者 ︵と
暴動 を起こ
言っても４０歳台の！？︶が集まっ
した 貴族が
て いたのです︒ その若者た ちが江
シベ リアの
川 を水と緑のあ る潤いのせ せらぎ
流刑 地から
にしようと動き出したのでした︒
逃れ ︑バイ
準備は︑川崎 市の計画を よく聞
カル 湖にた
い て︑それを尊 重しながら 協力︑ どり着き︑舟 でさらに故 郷に向か
提 案をしていこ うと話が進 みまし いながら歌っ たものと言 われる︒
た ︒そして︑井 田神社で長 瀬精一 なにしろイル クーツクは モスクワ
︵ 連合町会長︶ ︑長瀬政義 ︵市会 から５９９０ ＫＭも離れ た酷寒の
議 員︶︑田辺勝 などの名士 が集ま 地︒流刑者は ここまで歩 かされた
り ︑協議の結果 ︑市の計画 を尊重 というから驚きだ︒
し ながらより良 い親水緑道 づくり バイカルとは ﹁豊かな海 ﹂を意味
へ ︑町会とも協 力関係を持 つ﹁江 するようだ︒ 世界遺産の 一つで︑
川 の水と緑を考 える会﹂結 成の合 琵琶湖の５０ 倍︑最深部 が１６８
意に達したのでした︒︵続く︶
０Ｍと言われ ︑バイカル 湖博物館
の疑似体験コ ーナーで︑ その深さ
を実感できた︒透明度が４０Ｍで︑
冬季に氷結す るとは︑湖 面を航行
した私には想 像し難い︒ しかしカ
ジーナリ自然 保養地の水 辺で︑波
明津橋付近の 河津桜の本 数は何 に浸した指は ヒャッコか ったし︑
本 植えてありま すか︒︵明 津商店 湖面の風は夏だというのに冷たかっ
街の皆さんが寄付︶
た︒
別名・明津さくら
本です
続きは次号でお楽しみを！

田辺勝義
さて︑前号の ような経緯 で︑江
川 に親水緑道が 出来るとい う話を
聞 き︑私達はそ れなら地域 に歓迎
さ れ︑誇れるも のを造って もらお
うと考えました︒
そう考えたの も︑１９９ ０年代
に は自分たちの ふるさと が跡
形 もなく無くな りつつあっ たから
で す︒実際︑井 田山の豊か な緑は
削 り取られ︑嘗 て魚取りを した川
は どぶ川と化し ︑住民こぞ って楽
し んだ井田堤の 桜並木も切 られて
し まっていたの です︒多く の住民
は ふるさとが 無くなる という
危 機感を漠然と であれ共有 してい
た のではないで しょうか︒ この意
識 が地位や来歴 ︑思想信条 などを
超 え︑目的のた めに広く手 を結ぶ
事 が出来た由縁 であろうと 考えて
います︒
幸運にも︑﹁ 井田山の緑 を守る
会 ﹂が環境を守 ろうと運動 をして
おり︑﹁ひとみ座寄席を楽しむ会﹂
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その後︑ 新規のハウス を見学さ せ
て頂きま したが最新設 備で空調 ︑
肥料︑水 は全てコンピ ュータで 管
理され今 はトマトが順 調に実を 付
けていま す︒作付は鉢 でヤシガ ラ
と培地で 構
成されて い
ます︒
ハウスで の
心 配 事 は
﹁マンシ ョ
ンで囲ま れ
た地で物 が
ハウスに 当

寄せられたはがき絵と生徒さん達の
作品掲示

地産地消
47
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