あるみかん畑の一角をお借りして
「そば畑の花見茶屋」をオープン
した。
この茶屋の屋台は、筑波大芸術専
門学群 年の片桐春菜さんが卒業製
作で作ったもの。片桐さんの竹への
思いがつまっている屋根つきの屋台
である。
青竹の香りがただよう屋台の中で
は、筑波山麓の湧き水で入れたコー
ふくれ
ヒー、福来みかんの皮を干して作っ
た「福来みかんのクッキー」、梅の
実が入ったジュース、そしてすそみ
の森の間伐材を使ってスモークした
チーズを販売したが、ほとんどがお
昼過ぎには売り切れた。隣の大きな
鍋では、そばがきの入った「地鶏け
んちん汁」、こだわりの「石焼きい
も」も人気があり、たくさんの人が
喜んでくれた。
今年も新しい風が巻き起こり、楽
しいものになることを期待したい。
ご協力いただきました地域の方々
と参加して下さったみなさまに心よ
りお礼申し上げます。
上野節子 小(沢地区 )

竹が様々に活躍
山の森林整備で出てくる竹の使い
道を探すことで、継続的な手入れ活
動につなげようと、今回様々な取り
組みをしました。茶屋の竹屋台もそ
のひとつですが、枯竹を燃料にでき
ないかと考え、茶屋で出すコーヒー
のお湯やけんちん汁は枯竹で沸かし
ました。ドラム缶を改良したすばら
しい焼きいも器が、にれ工房山崎誠
治氏のアイデアで完成しましたので、
焼きいもの燃料にも竹を活用。おい
しい石焼きいもが焼けて大好評でし
た。竹は火力が強く温度を上げるの
に適していますが、すぐ燃え尽きる
ので、竹から雑木の薪へとバトンタ
ッチし、継続的に温度を保つ方がよ
いことがわかりました。

自作の焼きいも器を前に
準備中の山崎さん

ットな気持になりましたし、無理な
頼みを聞いてくれたメンバーやスタ
ッフに本当に感謝感謝でした。
来年もやる？えっ、図に乗るなよ、
という声が聞こえますが。
榎田智司 六(所地区 )
花のボランティアさん募集！
つくば道沿いの家並みにパンジーの
花のプランターが置かれていることに
気づきましたか？柔らかな日差しに揺
れ動く色とりどりの花は、ほんとうに
可憐で美しいです。

竹のベンチづくりの講習風景

竹屋台作者の感想
皆さんと楽しく作れて
よかったです。これから
もっともっと間伐材が利用されてい
くといいと思います。
片桐春菜 筑(波大学 年 )

もうひとつの活
用は竹のベンチ
縁(台 で)す。秋祭
りの講習会には
日間で 組の方が
参加、筑波山を眺
めながら、製作に
挑戦しました。青
竹のすがすがしい
ベンチに大満足！ベンチづくりが縁
で、その後、竹の垣根づくりに発展、
竹の活用が広がっています。筑波山
麓の竹をベンチや垣根へ活用したい
方、ご連絡ください。
田中ひとみ つ(くば環境フォーラム )
10

●筑波山大御堂
世界平和を祈念して皆様も鐘をついてく
ださい。
月 日 木( )時から除夜の鐘
月 日 祝( 晨
)朝護摩
月 日 月( 初)観音ご縁日 ご来寺にな
って世界平和を祈念しましょう
●筑波山神社
月 日 祝( ～) 日 日( 初)参りの皆様に
甘酒のサービスがあります。その日の予
定数がなくなり次第終了します
●飯名神社例祭
月 日 水( 皆)様のご多幸を願い福来餅
を 回撒きます。 (・ ・ ・ ・ 時 )
●自然生クラブ 周年記念公演
サーカス＆田楽舞
14

すそみろく 号で以前紹介した「つ
すけがわ

くば道に花を植え続けて 年」の臼井
地区、鮏川和行さんの指導のもと、市

15

の事業の一環であるウェルカムフラワ

15

ーとして、花を育てるボランティアに

10

14

10

協力していただいているものです。育
てているうちに愛着がわき、自分の家
の花が一番という気持ちになるという
のは、ボランティアさんの声です。花
は春と秋に市から配布されました。つ
くば道沿いにお住まいの方で、ボラン

14

18 1 31

17

自分だけのオリジナルベンチが
出来上がっていきます

絵・杉田はるか
(田井小学校6年）

ティア希望の方は、区長さんまで声を

4

13

1

月 日 日(） 時から市民ホールつくばね
にて。ベルギーから知的障害をもつ人た
ちのサーカスを招きます。自然生クラブ
の田楽舞とともに楽しんで下さい。
問[ 0]29 8-66 2-192
●筑波山麓すそみの森づくり
月 日 日(） ～ 時／参加費700
円 温(かい汁物付 ／)雑木林の手入れ。切
た雑木はシイタケのほだ木や薪に活用
月 日 祝(） ～ 時／参加費900
円 昼(食付 ／)耕作放棄地への植林・シイ
タケ植菌・子ども向けの森林学習会など
申[・問 Ｎ]ＰＯ法人つくば環境フォーラム
029 8-63 5-151
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24

22

﹁筑波山麓秋祭り を
｣ ふりかえって

筑波山を一望する絶好の場所でした

昨年の﹁筑波山麓秋祭り﹂も盛大に行われました︒注目の﹁そば畑の花見
茶屋﹂ではハプニングもありましたが︑おいしいメニューが大評判︒筑波
山麓オーケストラのデビュー︑開催場所を移した瓦灯りは新たな魅力発見︒
さらに一歩前進しました︒以下︑参加者からのコメントです︒

2

2

10

1 1 12

開店 そ｢ば畑の花見茶屋 が｣大盛況！
月 、 日の両日は、小春日和
のお天気にも恵まれ、 す｢そみろく
編集部」のスタッフ、つくば環境フ
ォーラムによる「そば畑の花見茶

3

那智黒石でおいし
そうに焼き上がった
さつまいも

かけて下さい。
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21

3

20

1

3

11

5

2

5

1

昨年 月 日、普門寺本堂が焼失しま
した。地域の貴重な文化財が失われた
ことが悔やまれます。
8

遮那ひろみ 神(郡地区 )
鮏川さんの車庫で花を仕分けしました

3

12

10

屋」がオープン
した。
当初の計画は、
澄みきった秋空
福来みかんやゆずで屋台を飾りました の下、筑波山は
紅葉で赤く燃え、すそ野は見渡す限
り一面のそばの白い花、その真中に
青い竹の屋台を置いて茶屋を開く
こんな幻想的な風景を夢見てそばの
種まきをしたのだが 。
…昨年は気候
の変動で、そばの花は開花しなかっ
た。それでも私たちは、持ち前の想
像力と知恵を駆使し、臼井地区に

普門寺の参道を照らした瓦灯り

10

新・瓦の灯りプロムナード

8

8

過去 年間の反省から改善するべ
き点は、瓦の間隔を狭くすることと、
外灯などの灯りが少ない所にするこ
とだった。これらを満たす場所は普
門寺の参道しかないということにな
り、住職さんに相談したところ、快
く承諾していただき、 基の水銀灯
を消してくださることになった。
多くの皆さんに見ていただこうと
いうことで、 月 日から、参道の
両側に ・ メートル間隔で瓦を組
み立て、150基設置した。
日の 時に点灯する。暗くなっ
た参道に灯りがくっきりと浮かび上
がり、想像以上にすばらしい光景で
あった。県道から赤門まで上り坂に
なっていたことと、灯りの間隔を狭
くしたこと、それに、ロウソクを多
くしたので、赤みがかったオレンジ
色の灯りになり、よりすばらしい効
果が演出され、幻想的な感じを醸し
出していた。見にきてくださった
方々からも、大変良かったという感
想をいただいた。
飯田信義 神(郡区長）
11
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3

2
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夢が実現！筑波山麓オーケストラ
昨年、すそみろくで筑波山麓オー
ケストラ結成の話を書いたが、本当
ことだま
に実現するとは思わなかった。言霊
というものは本当にいるのである。
月 日、田
井ミュージアム
において、筑波
山麓オーケスト
ラは何か愉快な
ほのぼのとした
演奏をしたので
ある。まあ、音
楽的にはいろい
ろと問題はある
が、あんなにう
まく行くとは思わなかった。確かに、
メンバーは人前に出るのは慣れてい
る人ばかりなのですが、全員がそろ
ったのは当日、ほぼぶっつけ本番で
あったのであります。それも１週間
前に、期待していた２人が出れなく
なり、あわててアレンジや曲目を書
き直していたりする事態だったので
すから。
おじさんらしく緩く、温かみのあ
る演奏を目指していたが、若きギタ
リストが加わってからは、エネルギ
ーが注入され予想されない盛り上げ
りまで見せました。
久しぶりに、人間っていうのは、
つながりの中で生きているんだとホ
本人たちが一番楽しんでた？
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