伝 統 を 喪 失 す ることは 容 易い 。
しかし、それを守ることはとても困
難である。
「折形」の技術は目に見える。し
かし、精神性は目に見えない。よっ
て欠如しや
すくなる。
実 際 「 折
形」も過去、
その危機に
見舞われた。
しかし、両
者は不二の
関係なのだ。
どちらかが
しゃな

ゆうせい

かんごおり

欠けても真の価値は無い。
現代の社会で、精神性をどう維持
していくか。それは「折形」に限ら
ず、日本の伝統文化全般の課題だ。
我々は安易にグローバリズムの波に
乗せられている一方で、埋没してい
く日本文化がある。真の国際化とは
民族と民族が互いの文化を尊重し合
い、理解し合うものではないか。
「礼の心」。これこそが日本の伝
統文化に内在する伝えるべきもので
あり、誇りとしたい。せめてお正月
くらいは、折形を通し礼の心を見直
してみたい。
遮那宥誠（神郡地区）
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真剣な顔で折形に挑戦中

豊浦
23

復活に向けて挑む・第２回 ̶
̶

介護老人保健施設

〒300-4212
茨城県つくば市神郡 2013-1
TEL029-850-7111
FAX029-850-7100
桜水会
医療法人社団

月 ～４日 明るくなってから昼頃ま
で（その日の予定がなくなり次第終了し
ます）

初参りの皆様に甘酒のサービスがあります。

●筑波山神社

16

蘇れ！白滝古道

23

10 22

今まで歩けなかった所に、一条の道
が出来て、薄暗かった森に、秋のや
わらかい光が舞い降りてきました。
お昼は、みたらい農園の協力で、
鶏のけんちん汁、地区の女性たちの
おにぎりや郷土料理を頂きました。
また、井坂敦實氏（郷土史家）か
ら、江戸時代に白滝古道を旅した人
の紀行文が紹介され、改めて美しか
った昔の道を取り戻したいというみ
んなの思いが一つになりました。
白滝への道も、まだ半分を終えた
ばかりです。これからもたくさんの
人の手をかりて、白滝古道を蘇らせ、
景色のよい道に復活させていきたい
ものです。

31

上野節子（小沢地区）

45

援団、そしてつくば環境フォーラム
のメンバーです。前回（ 月 日）
に引き続いて、今回も白滝へ通じる
登山道の整備が行われました。
ブーン、ブーン。六所神社跡から
白滝へ登る山間に、力強いチェーン
ソーの音が響きます。
作業は三つの班に分かれて行われ
ました。道をふさいでいる常緑樹の
低木を切るチーム、生い茂った竹薮
を整備するチーム、松枯れで倒木し
ているものを処理するチームです。
周辺に目を配りながら真剣に作業を
進めていきます。 時間ほどすると、

18 1 31

● 筑波山麓・霞ヶ浦水源の森づくり
１月 日 土(）スギ林の手入れ作業
２月 日 日(）竹林の手入れ作業
２月 日 土(）植樹祭
３月８日 土(）間伐材でガーデングッズ
づくり
～ 時／参加費900円（昼食つき）
つくば駅からバスの送迎あり／大人向け
実践班、親子向け体験班があります。
［問・申込］つくば環境フォーラム
029 8-63 5-151

1

23 10 19

新しい祭の形

本年もよろしくお願いいたします。

●普門寺 除夜の鐘つき
月 日 時から整理券配布
時 分
に順番のくじびき（当たり券あり）
時 分から撞き始め
12

●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 時から除夜の鐘
月 日 ～ 時 新春の鐘打ち
月 日 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

23

●筑波山麓自然学校 炭焼き講座
２月２日（土）～３日 日(）／大人のみ
参加費9000円 １(泊４食、夜の交流
会含む）／ドラム缶窯で竹炭・飾り炭づ
くり、燻製・ピザ焼きなども。
［問・申込］筑波ふれあいの里
029 8-66 1-519

15

第﹁
回田井の里の秋祭り﹂

公開された庭でほっと一息

明けましておめでとうございます。
1 1 12

1

10

頭にヘルメット、手にはチェーン
ソー、足には地下足袋や長靴を着用
した勇ましい姿の男性、のこぎりや
鎌を手にした女性など、およそ 名
が六所児童館に集合しました。 月
日（土）の小春日和に包まれた初
冬の日のことです。
お集りの方々は、昔の里山をとり
もどすために、古道を修復し、復活
させようという、「すそみの森づく
りワークショップ」に参加した人た
ちです。NTTの東関東支部、環境
ボランティアの方々が 名と、地元
田井地区の方々、地区以外からの応

樹の前に立つ菊地さん

チェーンソーも大活躍

月 日 日、田井の里で新旧の
文化が融合した祭が行われました。
カ所の「お祭スポット」での催
し。子ども達は木の枝で作った鉛筆
型のブローチに喜び、民家の縁側で
は甘酒を飲みながら、地元の和太鼓
や中近東の楽器「ウード」の音色に
耳を傾け、小春日和に穏やかな幸せ
を感じました。田井の谷津田米のお
にぎりや地元野菜の品々、古写真展
で亡き祖父の姿を見つけ感動する人。
「百灯の瓦プロムナード」瓦のあか
りへの変身が見事、田井小児童の自
由で力強い作品は驚きです。
昔の文化が残るこの里だからこそ
出来る祭であり、回を重ねる毎に伝
統と新しさの結びつきが驚きを持ら
してくれるでしょう。
石井博子（神郡地区）
24

すそみ・わたしのお気に入り
むく

物。また、老木には洞穴がいたると
ころに出来るので、フクロウやキツ
ツキなど鳥類が多数飛来し、黄金虫
などの昆虫も数多く集まった。
この樹は柔軟性と堅重な材質で、
石などを叩く大きなハンマーの柄や
酒や醤油を搾る道具、機織機の材に
用いられた。葉っぱは表面がザラザ
ラで堅いので、べっ甲を磨くなど用
途が多様なため、たいがいの家に植
えられていた。最近はほとんど見ら
れなくなったが、六所地区の木村武
男氏宅の裏庭には、樹高 メートル
以上にも達する大樹がある。
森田源美（六所地区）

23

11 60

多くの方々に参加していただきました。

2

11

10

かまど炊きのおにぎり

29

●
「田井の氷溜め」の情報を募集！
かつて蚕影山の北側の田んぼで、冬
に氷を作る 「氷溜め」があったと聞き
ました。田んぼの氷溜めをご存じの方、
作る場所を提供いただける方、いっし
ょに作りたい方など大募集です。目標
は、夏に食べるかき氷？いかがでしょ
う。 問い合わせ先＝すそみろく発行事務局

大好評だった

9

20

30

さとの実（椋の木）
うすい
かんごおり
神郡方面から、臼井地区に入り、
「栄屋」雑貨店の向いの石垣の間
（鮏川隆雄氏宅）に立つ、樹齢
300年以上と推測される老木があ
る。幹の大部分は、空洞状態だが、
強風に倒れることもなく、春には新
緑が生い茂り、夏には「栄屋」に日
陰をつくり、秋になると黄色に色づ
き、葉が落ちるころには実が黒く熟
す。栄屋の当主であ
る菊地利雄さん
は、毎日店を開
けると目に入る
のがこの樹をで
あると 言う 。最
近、幹の1/3
くらいの皮が付
いてる状態で、樹
の上部の沢山のコブ
が大きくなってしまっ
たので、あと何年の寿命
か？と心配していると話す言葉は寂
しげであった。
熟した実は非常に甘く、子どもの
ころは我が家にも大きな木が表と裏
にあってよく食べた記憶がある。こ
の甘さから、この辺では「さと（砂糖
が訛った？）の実」と称するが、本名
むく どり
「椋の木」である。そして、椋鳥の好
むくのきの葉と実

2

1

17

