グリーン・ツーリズムのその後
筑波山麓がますます賑やかになってきました
●畑でもぎっ
てお買い物
月 日、畑
でもぎってお
買い物」では、
トマト、ピー
マン、キュウリ、カボチャなどおな
じみの夏野菜を収穫体験。たわわに
実った野菜たちの収穫楽しかったです。

12

こともあるとか。 個約 グラムの
繭、いったい何個だったのでしょう
か。当時は、蚕影神社も参拝者で賑
わったそうです。
その後、子どもたちに蚕を配布し
ました。桑の葉をたくさん食べて繭
になる不思議な蚕に子どもたちは夢
中でした。育て方について先生や元
養蚕農家の方に教わっ
て、蚕の里親となり、
後日、繭と観察日記を
提出しました。観察日
記にはイラストと蚕の
様子がしっかりと記さ
れていました。
●稲刈り
月 日、すそみの田んぼでいよい
よ収穫！ 稲刈りとおだがけを体験、
収穫を皆で祝いました。
安藤慧 里(山建築研究所 )

11/18(日)土壁づくり 12/8(土)茅刈り
参加・体験できます
[問] 筑波山麓グリーン・ツーリズム
推進協議会 029-867-1083

11

●藍の生葉染め
月 日に「藍の生葉染め」が行わ
れました。藍の
葉を摘み、染料
をつくり、布を
キレイに染めあ
げました！染料
につけ空気に晒
すと鮮やかな水
色に変化。参加
者からは歓 声が

1

あがりました。

3

●ミカンのオーナー制
月 日、菊地家畑のミカンの樹に
今年も名札をつけ
てオーナーになっ
ていただきました。
肥料をあげ、冬ご
ろに立派な実がな
ることを願います。
楽しみですね。

3 14 3

●ブラックベリージャムづくり
月 日に「つくば味工房」で、
ブラックベリージャムづくりをしま
した。手がベリ
ー色になるくら
いたくさん摘ん
で、ジャムづく
りを行いました。
甘いジャムの
香り、とっても
美味しそうでし
た。

11

●蚕を育ててみよう！
蚕の配布と「蚕についてのおはな
し会」が、 月 日に開催されまし
こ
た。当日は、日本で唯一蚕を祀る蚕
かげ
影神社がある館（たて）地区に 人
が集まりました。農業生物資源研究
所から飯塚哲也先生をお招きして、
養蚕業の歴史や、絹の特性を活かし
た「人工血管」「ワクチン」、遺伝
子組み換えによる「夜光る生糸」な
ど新たな技術についてお話いただき
ました。
かつて養蚕を営んでいた農家の
方々に、昔の話をうかがいました。
養蚕が盛んな時期は、筑波山から土
浦まで蚕の餌と
なる桑畑が続い
ていたそうです。
年に 回しか採
れないお米に対
して、蚕は繭が
最大 回もでき、
そのたびに現金
収入があって助
かったそうです。
家族総出で働き、
繭を トンつく
って表彰された

4

この秋の見どころ

詳細をホームページで発信中！ http://tsukuba-gt.sakura.ne.jp

暑い中、みんなで稲刈り頑張りました！

●太鼓の演奏を聴いて足湯に入ろう
月 日、常陸乃国ふるさと太鼓
会（代表・平井隆）のメンバーによ
る和太鼓の演奏会がひらかれます。
企画したのは、以前に空師として
紹介した臼井の杉田房雄さんです。
杉田さんは平井さんたちの打つ、
湧き上がるようなエネルギッシュな
太鼓の音と、女性も含めた演奏者た
ちの勇壮なパフォーマンスを見てほ
しいと、自宅の作業場を舞台にしつ
らえて、演奏会が開かれます。
月 日 土( 、) 回目 時～ 時、
回目 時～ 時 無(料）。
月 、 日には杉田さん手作り
の「ひのきの足湯」もお楽しみいた
だけます 無(料）。また農産物も買
うことができます。
上野節子（小沢地区）
15

17

茅葺き古民家移築中
９/17棟上げが行われました
11

11

2

20

●秋の陽射しのなかでゆったりと
「ぽかぽか縁日」

バレーボール部監督で地理的に恵まれない東

つくば味工房で穫れたブラックベリー

●マイルス・デイビスからひばりまで
「田舎の音楽喫茶」
秋祭り初参加の「つくば味工房」
は、こだわりの自然食品を作ってい
ます。今回オープンする「田舎の音
楽喫茶」でも自家製のパンにブラッ
クベリージャム、甘酒など、安全・
安心の自然派メニューをたくさん用
意しました。柿や梨、なすのジャム
など変わり種もありますよ。ジャズ
から演歌まで懐かしい曲の流れる中、
美味しいものを食べながらくつろぎ
のひとときをお過ごしください。聴
きたい曲のCDを持参していただく
のも大歓迎です！
小沢陽子 漆(所地区 )

月 日︵日︶
午前 時 分
美六山荘にて
10

先生

10 11

東北福祉大学特任教授・元古川商業高校女子

国分 秀男
特別
講演

11

9

勇壮なパフォーマンスをみてください！

23

26

9

北の地にあって 回の全国制覇を達成した名将︒

木札にオーナーの名前を書きます

8

8

きれいな水色に染まりました

9

著書に﹁夢を見て夢を追いかけ夢を食う﹂

１０

1

6

1

1

昨年の大震災で被害を受けた佐治
右衛門邸。屋根の修復が終わり、
やっと元の姿に戻りつつあります。
今年の秋祭りでは、つくば道に面
した店蔵や縁側をお借りして「ぽか
ぽか縁日」を開きます。お手玉作り
＆お手玉あそび大会、綿入れはんて
んや小物などの展示・販売、わた部
の「綿しごと体験」、駄菓子屋など
大人も子供も楽しめます！
秋の陽射しがぽかぽか降りそそぐ
縁側で、すてきなお庭を拝見しながら
ゆっくりお過ごしください！
木村美希 は(んてん屋 )

4 11

12

美味しいジャムができあがりました
縁側に揺れるたはんてん

8

10

蚕に興味津々の子どもたち

11

8

10 10

26

筑波山麓秋祭り

7

30

秋の夕べに幻想的な灯りが似合います

26

5 10

よく観察して描きました

▼「ぽかぽか縁日 ｣
月 日 土( ・) 日 日( )
午前 時〜午後 時
わ
※た摘み散歩とわた仕事体験は
日午前 時〜 時 要申込み
11

11

7

●萬民豊楽を祈願して
「瓦の灯りプロムナード」
今年も普門寺参道に多数の瓦の灯
りが点されます。秋の夕べにゆらめ
く灯りはとても幻想的で季節にふさ
わしい風物詩となりました。皆様が
心豊かに楽しく暮らして行けますよ
うにと「萬民豊楽」をご祈願して灯
りを点していただければと思います。
本堂再建もお陰様で順調に進み、
平成 年度中には完成の予定です。
やさしい瓦の灯りに新本堂でのクラ
シック演奏などはいかがでしょうか。
遮那誠一 普(門寺住職 )
▼「瓦の灯りプロムナード ｣
月 日 土( ・) 日 日( )
午後 時〜 時
雨
※天中止
11

