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＜重要なお知らせ＞ 令和４年度 根郷寿大学受講申込受付開始

令和４年度の根郷寿大学受講生の申込受付が３月１５日（火）より開始されました。

ご希望の方は本紙にも記載の募集案内に従って、受講申込書（末尾８ページのみ切り取

り、使用することも可）と返信用ハガキを添えて４月８日（金）までに、根郷公民館窓

口＜受付時間：午前９時から午後５時まで＞に持参若しくは郵送（４月８日必着）して

下さい。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、年度途中で講座を中

止または講座内容が変更となる場合があります。

「寿だより」の原点 編集委員 犬丸 俊博

昨年、「根郷寿大学」開講５０年に関して、記念号の企画があったことは既報の通り

です。残念ながら新型コロナウイルス感染症の感染拡大から令和２年度の開講が見送ら

れ、記念号の募集に応じて頂いた原稿は「第４９号 ５月/６月」として掲載されました。

「５０」をキーワードとした募集であったことで、編集委員として５０号が発行された

この機会に受講生の情報紙「根郷寿だより」の原点を振り返ってみました。

第１号とされるのは平成１１年度(1999）の「一日見学会記念号」として発行された「寿

だより」ということになるそうです。同号によると、見学会は「江戸文化に触れる旅」

をサブタイトルとして、参加総勢８９人のバス旅行、７時３０分に城郵便局前を出発、

県立関宿博物館、一茶双樹記念館と戸定邸を見学し、昼食は流山にて京料理を食したと

あります。紙面はＡ４サイズの６ページで縦書き・四段にて構成、数多くの写真を配置

して見学会の参加者の記念にもなるよう配慮して、「近隣史跡紹介」というコーナーも

ありました。城、六崎・石川、藤治台など地区別に編成された各班からの投稿が掲載さ

れていますが、今年度根郷寿大学の受講生のお名前も見えます。これを初号として、根

郷公民館の指導により受講生の手によって、原則年２回、今日まで継続して発行されて
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います。（因みに、第 2 号は同年度内の平成１２年２月に発行。）途中、「根郷寿だよ

り」と呼称が変更されていますが、受講生主体による投稿と編集・発行の基本は継続さ

れています。根郷公民館には第１号から近時号まで閲覧可能となっています。第 1 号に

は感想文のみならず、俳句・短歌も掲載されており、以降の発行号には鉛筆画も投稿さ

れています。臆することなく、身近にあるもの、あるいはその日の出来事など、自由に

投稿されては如何かと思います。何事もせず過ごすよりも、会話や携帯でのショートメ

ールはもちろん結構ですが、自分の考えや思いを短い文章や俳句・短歌にしてみること

は新しい自分を発見することに繋がると思っています。

佐倉城讃歌 五班 斎藤 たかし

佐倉城址公園、自由広場の一角に日本城郭協会選定１００名城の押印場所がある。そ

こには昔の城の写真が展示され、本丸跡等の地図も置いてある。

毎月１０日には城の歴史ガイド等も行われ、佐倉の昔を知ることが出来る。佐倉城讃

歌を耳にしたことがおありでしょうか？ 今休止しているが、新町で行われている「こ

んぴらふれあいステージ」でも歌われていた。

他ならぬ私が作詞し、内野牧夫氏が作曲した歌である。散策がてら城址公園に足を運

んで頂ければと思います。

私の楽しみ 十班 岩城 美雄

草木も眠る丑三つ時、大きな荷物を二つ抱え家族に気付かれないようにそっと玄関を

出る。車に荷物を積み込み、忘れ物がないかどうか頭の中で最後のチェックをする。最

近はかなりの確率で何らかの忘れ物があり途中で思い出すことが多く自分でも嫌になる。

年だから仕方ないと自分に言い聞かせる。

今日は大寒を過ぎて数日を過ぎた頃、車のエンジンをスタートさせ、いざ出発!! 目

指すは松坂町!!ではなく御宿岩和田です。

外気温は車のモニターで－3℃の表示、昨夜の天気予報で最高気温は 8℃平年並みとの

ことでした。自宅の佐倉から目指す御宿岩和田までは約８０Km、この 20 年の間に毎年 7,8

回は通っている道であり、ナビなしでも行けるが、注意すべきは凍った道路のスリップ

とこの時間ならではの新聞配達のオートバイ・自転車、彼らは急いでいるので要注意で

す。

途中のコンビニで朝食のおにぎり・サンドイッチ・飲み物を購入、目的地到着予定時

間は 4 時半、NHK ラジオ深夜便を聞きながらの 2 時間弱のドライブとなる。以前は 1 時間

半もあれば楽々到着したが、この頃と今は出すスピードが全く違うと感じています。年

を重ねるに連れ安全運転が身に染みてきたと思います。

申し遅れましたが、御宿岩和田への目的は釣りです。乗り合いの釣り船に乗り「寒イ

サキ」が本日の釣りものターゲットで、何故こんな寒い時期に釣りに行くかといえば「寒

イサキ」は美味しいんです。イサキには旬が 1 年に 2 回あり「梅雨イサキ」と「寒イサ

キ」があります。

魚・果実等には「旬」と言われるものがあり、いわゆる食べごろ、一年を通じて一番

紙面の都合で割愛するがその一番だけを紹介する。

「鹿島台地の本丸に 昔天守がそびえていた

葵の将軍家康の 江戸を守れのひと声で

土井利勝に命じたは 天下の名城佐倉城」・・・
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美味しい時期です。一般的に魚は産卵前が最も美味しいとされていて、産卵のため魚に

栄養分、特に脂肪分が十分体内に蓄積され、脂の乗った魚体となるのです。冬に産卵す

る魚の旬は秋、夏に産卵する魚の旬は春となり、鰆（ｻﾜﾗ）は読んでの通り春が旬の魚と

なります。「寒イサキ」これは冬になると御宿周辺の海に餌となる小魚、特にイワシが

群れ、腹いっぱい食べたイサキが美味しくなると船長から聞きました。

釣りは、釣りそのものの他に何時何処に何を狙い行くのかの事前調査、釣りものが決

まった後の釣り方の検討、仕掛け作り（市販品は使わず自作としている）の事前準備、

釣果に対する釣り方・仕掛けの反省、料理、そして最大の喜びである食する、竿・リー

ル等釣り道具の手入れ等やるべきことが多くあり、1 回の釣りで 10 日前後は楽しむこと

が出来ます。

予定通りの時間目的地に到着、通い慣れた釣り船、こんな寒い時期でもこの日の釣り

人は 10 人もいる。顔見知りの人も多い。釣り座につき準備をしながら釣果情報など話し

ていると船長より「出発します」のアナウンスを合図に港を離れる。

東の空はすでに東雲色に染まってきている。間もなく日の出の頃か。寒さは感じられな

い、ワクワク、ドキドキ感は最高潮、「今日はクーラー一杯釣るぞ!!」と心の中で叫ぶ。

１０人分の大きな期待を乗せ、船は有明の海の中を釣り場へと進む。

手紙を書いてみませんか？ 六班 山田 礼子

「自分は字が下手だから。」と謙遜する方が居ますが、字はその人の味わいですから、

下手な字なんてありません。もっと自分の字を愛してみて下さい。字はもちろんの事、

ご自身も元気になると思います。

コロナ禍で、家に籠り、ご近所の方とも、お友達とも会話する機会がほとんど無くな

りました。私は思い立ってペンを取り、友人や子育ての折、お世話になった隣人や知人

に手紙やメッセージ絵葉書を出すようになりました。「届いたら喜んでくれるかな？」

とか「元気で過しているかな？」とか思い浮かべながらペンを走らせます。

そして、返事を待つ時間も楽しみです。封を開ける時のわくわく、ドキドキ感も良い

ものです。 そうなったら、書く事の楽しさが増してきます。手紙から良い刺激を感じ、

相手の今を思い巡らすのも楽しい時間です。

手紙は一対一のやり取りです。逢えなくても気持ちが繋がると思います。書き文字は

心に浸透します。 手紙の良い所は

○季節に敏感になる ○日常生活に発見がある

○漢字を思い出す ○想像する楽しさを味わえる など、沢山の

利点もあります。まずは、身近な兄弟・姉妹・お孫さんへの「元気ですか？」から始め

てみては如何でしょうか。

コロナ禍の班活動 八班 犬丸 俊博

新型コロナ感染の拡大防止の観点から、根郷寿大学が２グループ制となり、隔月で受
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講することになった令和３年度。これまで講義や秋の社会見学を通じて、月一回とは言

え、多くの友人と共に充実した日を過ごしたと感じた方が多いと思います。さらに楽し

みだったのが、班活動だったのではないでしょうか。各班で自主的に計画し、見学や食

事会の設定など色々。また恥ずかしながらの集合写真。学童・学生時代に戻ったみたい

で楽しいものです。

しかし、今年度は全く状況が異なりました。偶数月の我が班は、６月の開講式の日に

自己紹介と役員選定。次回は既に８月ということで班活動の企画そのものの合意を得る

時間がありません。その中で、我が班は二回目・８月の班会議で、第一回活動を、「酒々

井町を歩こう」ということにしました。「３密」を避けるということで、屋外活動で飲

食を伴わないということ、佐倉市内の散策はこれまで、あるいはこれからも行政やボラ

ンティア団体による企画に参加すれば可能です。「私達の隣町を散策して見よう」とい

うことで、八街・酒々井や四街道（物井）の中から、賛意を得て、「酒々井宿」としま

した。三回目・１０月の班会議で詳細決定、１１月５日、京成とＪＲの両駅の中間点に

ある衣料品販売店駐車場を集合場所とし、築山・下がり松・麻賀多神社・島田家住宅等々

から五良神社・経胤寺を散策しました。歩き通しでしたが、天候にも恵まれて初冬の陽

を浴びての散策となりました。善男善女（？）の我々に天の恵みでしょうか・・・。

さらに、四回目となる１２月の班会議では、１月に「佐倉七福神巡り」を行うことを

決定。しかし１月７日は前日からの雪が残り転倒の危険もあり、翌８日（土）に順延。

善男善女のはずが・・・？当日、佐倉体育館玄関前に集合し出発しましたが、道路は日

陰では至る所で凍結していました。新町では信号停止した車両が、発車時には横滑り！！

というのを目撃。足元にも気を付けながら、何とか無事に寺社を巡ることが出来ました。

今年度は「コロナ禍」での根郷寿大学ということで、色々な制約を受けながらも、講

義を推進して頂いた根郷公民館の方々に心から感謝申し上げたいと思います。デルタ株

からオミクロン株へと変異株が次々襲ってきたように、これからも新しい変異株が現れ

る可能性も充分考えられますが、「コロナ」前のように受講生が全員ホールで講義を受

け、社会見学・班活動を行える状況となることを期待しています。

「京都でオーロラが見えた」 十班 吉野 強三郎

皆様は「オーロラ」を見た事はありますか？北極、南極近くに行かないと見る事が出来

ませんが昔はそこまで行かなくとも「京都」で見る事が出来た様です。

二か月前位の「新聞」に載っていた記事です、平安・鎌倉期の歌人、藤原定家の 50 数

年に及ぶ日記「明月記」に書かれていた天文の記録で 1204 年 2 月 21 日、23 日の京都の

夜空に、赤い光を見た記録で「赤気（せっき）」と定家は呼び「遠くの火事の光の様だ

った」と記されています。それが 2017 年国立極地研究所や国文学研究資料館の研究チー

ムがオーロラだったことを解明したと言う記事です。

その頃、オーロラを引き起こす太陽活動が活発で、中国の史書「宋史」にも 2 月 21 日

に「太陽の黒点が大きかった」と記述があり、当時は地磁気の軸が日本側に傾き、低緯

度の京都でもオーロラが見える状況だったとの事です。

（写真）左から：酒の井の碑、経胤寺、勝蔵寺
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藤原定家は「小倉百人一首」の選者、また「テイカカズラ」で知られています、「テ

イカカズラ」は、式子内親王を愛した定家が、死後も彼女を忘れられず、ついに定家葛

に生まれ変わって彼女の墓にからみついたという伝説で名前が付いたと言われています。

佐倉城址公園「菖蒲まつり」会場近くでも見る事が出来ます。

最近は関心が薄れている様ですが 2017 年から 12 万 9 千年～77 万 4 千年前の地質年代

を「チバニアン期」と呼ぶ事になったとの報道、その年代は地磁気が現在とは逆で過去

600 万年間、原因は不明だが 20 回も逆転を繰り返している事です。

素人考えでは地磁気が逆転すれば北極にペンギンが南極に熊が住めるようになる、そ

んな簡単なものではありません、北極は冬に海が凍るとユーラシア大陸やアメリカ大陸

と地続きになりますが、南極はどんなに氷が張っても、他の大陸とつながることはあり

ません。だから南極には海を長距離泳いだり、飛んだりして渡って来られる動物しかい

ません。ホッキョクグマは泳ぐのが上手といっても、長距離泳ぐ事は出来ないし、海に

潜って餌をとる事も出来ません。だから北極にはクマやキツネがいるけど、南極にはい

ないのです。

何故、北極には、ペンギンがいないの？赤道あたりの海には餌が少ない為、赤道を越

えて更に北半球へ分布を広げたペンギンはいません、もし北極にペンギンがいたとして

も、飛ぶ事の出来ないペンギンは、ホッキョクグマやキツネに食べられてしまい、生き

残る事は出来ないとの事です。加齢と共にいろんな「モノ」に興味が薄れてきます、し

かし世の中「知らない」事ばかりです、金属疲労による体力の低下は仕方がないかも解

りませんが、好奇心を持つ事で多少の認知症予防は案外効果があるのかも解りません。

子供の頃の「なぜ？」ではありませんが、程々「なぜ？」を心掛けたいと思います。

心に残った祖母のことば 元寿大学生 廣吉 正毅

子供のころ勝手気ままを言って母親を困らせ祖母に叱られた。そのときの一言が今にな

ってもまだ心に残っている。あの頃は、しつけやものの善悪は、学校よりむしろ各家庭

で教え込まれたものだ。

話は遠い昔のことになるが、明治生まれの祖母（母方の）と同居していた。祖母はし

ゃきっと背筋を伸ばした、何かしら近づきがたい雰囲気をもった人だった。私は小遣い

をねだって母を困らせていた。祖母は聞き分けのない私のようすを見ていたらしく、や

やあって、「ひとのふりみてわがふりなおせって言うじゃろう。あんたわからないのか」。

そう言ってからＡ君を見習いなさい。近所に住んでいる勉強ができて評判の良い上級生

の名前を言った。その後で「無理を言うもんじゃない」と、私を言い諭すように叱った。

そのころ、私は小学校一、二年生であったと思う。祖母の言ったことばの意味が正直

いってよく分からなかった。あとでそっと祖母にたずねてみた。

それは他人のやっていることをよく見てみにくいこと、駄目なことは真似るものでは

ない。このことを良く憶えておくことだ、と私に念を押した。だからさっきのように、

ダダをこねたりして母親を困らせてはいけない。と教えてくれた。

実は、私の家は早くに父を亡くしたこともあって、生活は決して楽ではなかった。以

後このことばは私の人生の糧として、今なお心の中で生き続けている。その一方で家庭

と同じように地域でも子供を育てていたと言える。

地域の大人は道で子供に会ったとき「おはよう」、「こんにちは」と言うのである。

さらに、「元気か」、「どこに行くのか」などと話しかける。子供たちは、はじめのう

ちはどぎまぎするが、その後はつられるように大人の話に乗ってしまう。

そのうち、子供の方からもいろんな質問が出たりする。こうして大人と子供とのあい

だにコミュニケーションが生まれる。こう言う会話の中で子供は自然に必要なことを学
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び、さきにも書いた、ものの道理や善悪とかを習い覚えていく。

そのほかに年長者に対する礼儀作法、年下に対しての接し方などの社会規範そのもの

を覚えていったものだ。

子供の頃このようなようすを町かどで良く見かけた。幼少期に家庭なり地域で、しつ

けとものの善悪を怠りなくきちっと教える。こうした子育ては昔も今も特に変わる筈は

ない。

編集後記（敬称略）

令和３年度根郷寿大学の閉講式に合わせて準備して来た本５１号は、残念ながら閉講式

そのものは中止となってしまいましたが、予定通り発行させて頂きました。

定例の次号５２号は令和４年度根郷寿大学が継続開講されることを前提として、９月

に発行を予定したいと思います。同号への投稿期限は 7 月末とさせて頂きますが、原稿

は未発表の原稿に限り、投稿期限内に編集委員若しくは根郷公民館に持参して頂くか、

電子メールでの投稿にてお願いします。 以上 菊地 洋子（記）

高齢化社会の中で、郷土愛を育み、地域の中で連帯を持ちながら充実した生活を送れる

よう、健康の保持増進、歴史・文化、社会現象などを学ぶ場として、また交流の場とし

て受講してみませんか。

【申込み資格】

・市内に在住する６０歳以上で継続して通学できる方

（昭和３７年４月１日以前に生まれた方）

・秩序を守り、学習活動(団体行動)ができる方

【開設の趣旨】

・ 生きがいを持ち続けるために、学習の場を提供する。

・ 孤立することのないよう交流を広げる場を提供する。

【定 員】 ①グループ 定員４０名（応募多数の場合は抽選）

5.9.11.1.3 月の第 3 金曜日と７月７日(木)の午前(全６回)

➁グループ 定員４０名（応募多数の場合は抽選）

6.10.12.2.3 月の第 3 金曜日と８月４日(木)の午前(全６回)

※開講式は①グループは５月、②グループは６月となります。

閉講式は①グループは３月１７日(金)午前、②グループは午後

【プログラム内容】 ※①グループ、②グループともに同一内容となります。

ただし、都合により講座の内容及び日程等が変更になる場合があります。

【受講料】

受講料５００円（資料代等）を第１回目の講座受付時に集金します。

※保険について 佐倉市が加入している「市民総合賠償保障保険」の対象となります。

ただし、自宅から公民館の往復途上は対象外となります。

【申込受付期間】 ３月１５日（火）から４月８日（金）まで

根郷公民館窓口（受付時間は午前９時～午後５時まで）又は郵送（４月８日（金）

必着）にて受付。※応募多数の場合は抽選となります。 抽選の結果(受講の可否)は

ハガキにて４月末日までに通知します。

【申込方法】

令和４年度 根郷寿大学募集要項
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令和４年度根郷寿大学受講申込書に必要事項を記入し、ハガキ(表面にご自分の住

所・氏名を記入)とともに、根郷公民館窓口に持参又は郵送してください。

※申し込みの際はハガキ（抽選結果通知用）を忘れずに添付（郵送の場合は同封）し

てください。

※鉛筆、消えるボールペンでの記入は不可です。

【その他】

※新型コロナウイルス感症の感染拡大状況により、年度途中で講座を中止または講座

内容を変更する場合があります。

※受講の権利を他人に譲渡することはできません。

《問い合わせ》 佐倉市立根郷公民館 ０４３－４８６－３１４７
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