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約１万個のイルミネーションが点灯竹の破裂音とともに燃え上がるどんどや

【写真提供：東陽支所さま】

２㌶の畑に、ニオイヒバと神榊を約9,000本栽培している山本実さん夫妻

神榊はヒノキで直射日光をガード

ニオイヒバの苗木を掘り出す山本さん

ニオイヒバと神榊で9,000本を栽培
～泉町花木園芸組合・山本実組合長を訪問～

無病息災を祈り「どんどや」
～東陽町・坂より上地区～

２月１６日、㈱氷川のぎろっちょでニオイヒバを栽培するために 、泉町花木園

芸組合の山本実組合長を訪問。泉町下岳のにある同組合の育苗場でニオイヒ

バの１年生苗木100本を分けてもらい、栽培状況などについて話を伺った。

⦿花木園芸組合の構成は？

～設立から４６年経ち、私は組合長６

年目で、組合員は１３人です。

⦿花木の育苗本数は？

～毎年同じではありませんで、今年度

はニオイヒバ2,000本、神榊が200本。

組合員分は足りていたので、今回お

分けすることができました。

⦿山本さんの栽培状況は？

～ニオイヒバは1.2㌶に7,000本、神榊

が0.8㌶に2,000本くらいですね。鹿に

食べられないよに、周りには金網や

ネットを張っています。ニオイヒバは

1.6㍍と1.4㍍間隔で、神榊は２㍍四方

の中心にヒノキを植えて直射日光を防

いでいます。、

クリスマスを彩るイルミ１万個
ふれあいセンターいずみ

１２月２４日、ふれあいセンターいず

みにおいて、2021クリスマスイヴミニコ

ンサート＆点灯式が開催され、約５０

人の来場者がクリスマスの夜を楽しん

だ。

このイベントは、冬季の泉町への誘

客と春以降の誘客につなげる目的で、

昨年から始まった光のイベントの一つ。

約１万個のLEDによるイルミネーショ

ンと竹あかりのカウントダウンでの点

灯の後、ミニコンサートでは、泉小中

学生によるピアノ演奏や歌唱発表、

続いてバンド「DS－IOC」の演奏で聖

なる夜が観客の拍手で盛り上がった。

また、来場者には主催者である株

式会社いずみ（ふれあいセンターい

ずみ）からクリスマスプレゼントとして、

お菓子が振る舞われた。

新年の恒例行事である『どんどや』

が東陽町の各地区で行われ、無病息

災・五穀豊穣・家内安全・新型コロナ

ウイルス感染症の終息を祈った。

１月１４日、坂より上地区では、公民

館のグラウンドに数十本の竹を一つに

束ねたやぐらが組み上げられた。門

松・しめ縄・破魔矢などをわらと一緒に

入れ、火を放つと竹が弾ける威勢の

良い音とともに、寒さを吹き飛ばすよう

な熱気が漂いっていた。

また、各家庭から持ち寄った鏡餅が

きれいに焼けると、いろんな味で楽し

んでいた。

⦿出荷はどちらへ？

～鹿児島市と熊本市の花き市場、そ

れにJAかあちゃん市場に週１回ずつ

出荷しています。鹿児島には、往復高

速道路を使って軽ワゴンで行きますが、

夜中に出るので結構大変です(笑)

⦿元水田に植えようと思っていますが、

アドバイスをお願いします。

～私が山を開墾して畑を作った時は、

勾配を作ったことに加え、不透水層を

バックホウで掘り返して砕き、雨水が

地下に浸透するようにしました。田ん

ぼでもこのようにすれば、15年は大丈

夫だと思いますよ。ぎろっちょの子ども

たちのことはミニコミ紙で知っています

ので、頑張って下さいね！

3学期の復習、高校入試に
熊日中１・２・３クラブがオススメ！

★中１・２・３クラブ

熊日では、中１・２クラブを年３回発行し、

熊日購読の有無に関わらず無料で配布し

ております。科目は数学、英語、国語の３教

科で、各学期の復習に最適です♪

また中３クラブは毎月発行で、私立高校の

入試問題、県立高校の入試予想問題のほ

か、進学のアドバイスなど盛りだくさん。こち

らは、熊日購読の方のみの配布です。

◆申込みとお届け

ご希望の方は、熊日宮原販売センター

（62-3868）へお申込み下さい。弊店に冊子

が到着後、弊店より各ご家庭へお届けいた

します。

㈱氷川のぎろっちょでは、国道３号

沿いの耕作放棄地の活用を目指して

いますが、４月より家族で気軽に野菜

作りができる「１畝菜園」の利用者を募

集します。

・期 間：４月１日より１年間

・場 所：セブンイレブン栫店北側

・面 積：幅70㎝×10m

・使用料：１畝５００円

・畝 数：９区画

・その他：石灰と元肥を

して成形した状態で利

用でき、既存の作業道

具も利用可能です。

・申込期限：３月１１日（金）

・申込先：熊日宮原販売センター

セブンイレブン栫店横で気楽に「１畝菜園」～参加者募集中～

一度は作ってみたい、お菓子の家

♪１月に開催予定で延期していた「第

１回お菓子の家作りコンテスト」を、下

記のとおり開催いたします。

参加ご希望の方は、申込み順のた

めお早めに申し込み下さい。参加者

には、別途詳細をご案内いたします。

・日 時：３月２０日（日）９～１１時

・場 所：まちづくり情報銀行２F

・対 象：小３～６生（定員１６人）

・表 彰：上位３人に賞状・賞品を進呈

・参加費：１，０００円

・申込期限：３月１１日（金）

・申込先：熊日宮原販売センター

(📞 62－3868)

E-mail：kuma-miya@rainbow.plala.or.jp

※当日はコンテストに引き続き、子ど

も記者の入学式を開催（裏面参照）

お菓子の家作り
コンテスト
参加者募集！



　

2021記事・作文の書き方学習会の様子

２月５日、鴨下氏（愛知県）・深川氏（長野県）と氷川のぎろっちょのオンライン会議

ファーストペンギンになる(32)
新たな取り引きがスタート！
宮原・小布施つながりで、夏には愛知県岡崎市へ

子ども記者OB。東大前期教養を経てアメ

リカへ留学。学んだことやフィリピンの貧困

地支援の経験を活かし、現在東京にて国

際支援団体と環境NGOに勤務。自らの視

野を広げた偉人の名言を、皆さんにシェア

する。

◆「魂のピアニスト」フジコ・ヘミング

昨年の１２月に「魂のピアニスト」と称され

るフジコ・ヘミングさんの演奏を、東京で初

めて聴きに行った。１２月に８９歳を迎えたと

いうが、時々間違いつつも、自分の声で歌

うような自由な演奏だった。

フジコさんは、６０代になってようやくその

名が知られるようになった方だが、それまで

の人生は悲劇の連続だった。３５歳の時に

は、著名な指揮者に認められ、これからの

活躍が期待されていたという時期に、不幸

にも聴力を失っている。その後、ある程度

回復したが、今でも体調が悪い時は音が聞

こえにくく、オーケストラとタイミングを合わ

せるのが難しかったり、演奏に苦労したりす

る時が多いという。

フジコさんの半生は、ドキュメンタリー映画

『フジコ・ヘミングの時間』で知ることができ

るが、その中で、「ぶっこわれそうなカンパ

ネラがあったっていい。魂が燃え尽きるほど

のノクターンがあったっていい。間違えたっ

【心のリセット～格言さんぽ⑫～鈴嶋克太】
間違えたっていいじゃない。機械じゃないんだから

ていいじゃない。機械じゃないんだから」と

いうことを言っている。

◆自分らしさ>完璧主義

幼少期から音楽教育を受けて、コンクー

ルで完璧な演奏をする中高生の動画をとき

どきネットで見るのだが、尊敬する一方、円

熟期の演奏家と聞き比べると味がないなと

感じる。音程の正確さとかテクニック面では、

そう変わりないのだろうが、やっぱり大人の

演奏の方が聞き心地が良い。やっぱり、大

人になる過程で、酸いも甘いも知るからだ

ろう。

世の中は完璧じゃない人の方が大多数な

わけで、そんな大多数の人の心には機械

的な美しさは響かない。これは音楽だけ

じゃなく、他の芸術、仕事、人間関係でも当

てはまることではないか。

2月は北京オリンピックがあったが、若い

選手が、コーチの指導を絶対のものとして、

完璧なパフォーマンスを求められている

ケースがあるようだ。「なんだかなぁ」と、見

ているこっちが苦しくなるときがある。

自分なりのベストパフォーマンスを追求す

ることは大事だが、他人からの評価や得点

を気にして自分らしさを出せないのはごめ

んだ。

◆今夏は、岡崎市へ行くぞ！

送っているレモンが、鴨下さんのところで

とても評判が良いと聞いて嬉しくなった。他

県の商品を地元で売って、地元のクオリ

ティを上げるという考え方に感心したし、宮

原のレモンと愛知のレモンではどう違うのか

気になった。

農家さんが潤うように！と活動されていて、

とても素敵で気さくな面白い方だった。

夏に岡崎市へ出かけることが実現しそう

で、今からお会いすることが待ちきれない

♪全国各地のたくさんの商品、そして販売

手法などたくさん勉強させていただきたいと

思っている。

【熊本高専２年：堀川桃子】

◆取引先と、家族のような関係に

鴨下さんとのお話を通して、仕入れた商

品は買い取ったり、その商品をアピールす

るためにそれぞれのストーリーをまとめた

POPを作成したりする！これまでの農家さ

んと販売店の関係性とは、少し異なってい

るなと思った。そして、鴨下さんの｢農家さ

んのために｣という思いがとても伝わった。

また、お話の中で｢感謝｣という言葉をよく

仰っていたことが印象的だった。「取引先と

遠慮なく家族のような関係になりたい」とい

う考えを聞いて、お互いに感謝し尊敬し合

うことの重要性を感じた。

とても楽しい時間で、ぜひ次は実際にお

会いしてお話を伺いたい。。

【熊本高専４年：竹山実李】◇鴨下紀之氏のプロフィール

農産物を中心とした仲卸業を営む「株式

会社かもした（愛知県岡崎市）」の、専務取

締役。

JA愛知中央が手掛ける巨大な農産物直

売所「でんまぁと」に、県外の産直コーナー

を作り、各地の生産者から特色のある農産

物を仕入れ、生産者のためになりたいとの

思いから、「各生産者のこだわり」、「品種の

特徴」などPOP等を作成して販売中。

◇深川 悠氏のプロフィール

氷川町宮原出身。筑波大学時代、氷川町

および小布施町の地域づくりインターンに

参加。卒業後、小布施町役場に入庁し、農

業振興などに従事。2021年３月に同町を退

職し、同年４年に「AgriUnion 合同会社」を

設立。代表社員に就任。

持続可能な農業を実現するために、農産

物の流通と、農家と消費者の直接取引や直

販所などの比較的小口の取引の中間に位

置する中規模流通を手がける。

２月５日、AgriUnion合同会社の深川悠氏

（代表社員）の紹介で、株式会社かもした

の鴨下紀之氏（専務取締役）と株式会社氷

川のぎろっちょのオンライン会議を行った。

これは㈱ぎろ設立後、宮原や東陽のかんき

つ類を中心に小布施屋へ出荷していること

から、鴨下氏と取り引きのある宮原出身の

深川氏が、「新たな取り引きにつなげた

い！」との思いから実現したもの。

会議では、竹山社長が会社の設立経緯

に加え、現時点で神榊を180本、レモンや

梅などを130本定植し、５年後からの出荷を

目指していると紹介。

一方、鴨下氏からは「１月に試験的に

送ってもらったレモンの売れ行きが好調で、

追加注文をした。今後も農家に喜んでもら

える取り引きをしたい」などと語り、約１時間

の楽しいやり取りが続いた。

なお、竹山社長から「岡崎市を訪問して

勉強したい」との申し出に対し、鴨下氏は

「ぜひ店舗に来て欲しい」と快諾した。

熊日宮原販売センター子ども記者クラブ

は、「子どもの人材育成と地域の教育力

アップ」を目指し、平成２３年３月に発足。

記事書きや取材のやり方については学習

会を開催するほか、スタッフや上級生がサ

ポートします。また、コミュニケーション力を

高めるために、大学生との交流プログラム

やイベントへの参加により、多様な人や世

代と関わることに力を入れています。
◆募集概要

・対象者：新小４生～新高３生

・申込先：宮原販売センターへ申込書提出

・申込期限：３月１１日（土）

・その他：年会費は不要、記者グッズ進呈

◆第11期のおもな活動予定

〇３月20日（日）：入学式・ビンゴ大会

〇４月：記事や作文の書き方学習会

〇５月：県内研修①

〇８月：県内研修②、大学生との交流会

〇１２月：わらしべ市での対面販売

〇１月：新年会・学習会

子ども記者クラブ12期生募集知っとる？知らん？⑧
【お米をおいしくする裏技２】

前回、安いお米でも美味しく炊ける

裏技で、小さじ一杯のハチミツを入れ

る方法をご紹介しましたが、他にもい

ろいろあったのでご紹介します♪

いわっちょの面白写真
～寒そうだけど、カッコイイ♪～
知人がフェイスブックで紹介していた、

京丹後市岡成地区で受け継がれる伝統

行事「百度打ち」。節分前後に「願掛け」、

秋祭りの早朝に「お礼参り」の意味を込

めて、年２回行われているとか。凍り付く

道路、寒そうですがカッコイイですね♪

オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
を

進
行
す
る
深
川
氏


