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      Ｃ：ローマ数字で１００を表す 

 

◆巻 頭 言  大相撲 

大相撲は若貴時代以来の大人気である。その中心は稀勢の里だ。このブームはなぜ起きた

のだろう？ 

稀勢の里が１９年ぶりに日本出身の力士として横綱に昇進した。しかし、その道のりは順調で

はなかった。毎場所「今場所こそは」と期待されそのたびに大事な星を落としてはファンを

がっかりさせてきた。 

それが今年初場所一念発起し、やっと初の賜杯を手にし、念願の横綱に昇進した。次の場所

は１２日目まで順調に勝ち星を挙げていたが１３日目の取組で大怪我をしてしまった。怪我の

状況は相当ひどく休場ではないかと思われたが我慢の男稀勢の里は「痛い」「つらい」の泣

き言も言わず土俵を務め、千秋楽に

見事劇的な逆転優勝を果たした。表

彰式では抱く賜杯の重みにさえ苦悶

の表情を見せた２連覇であった。 

夏場所は３連覇を狙って土俵に上が

ったが怪我が完治しておらず１５日間

精神力だけでは土俵を務めること

は出来ず途中休場した。その場所、

同じ茨城県出身で同じ田子ノ浦部屋

の後輩高安が兄弟子に続けと好成績を残し晴れて大関に昇進した。本人の努力は当然のこ

とだが稀勢の里との切磋琢磨した部屋伝統の猛稽古の賜物である。 

二人とも順調に昇進したわけではないが自分の目標を持ちそれに挑戦し身体を鍛え、稽古

に邁進した。そのひたむきさに感動し応援したくなり、相撲ファンが増えブームを呼んでい

るものと思う。 

次の名古屋場所は稀勢の里、高安の兄弟弟子コンビと３９回の優勝を目指す白鵬との優勝

争いに期待が集まる。また御嶽海、宇良等の若手の活躍も面白い。どんなドラマの展開にな

るか楽しみだ。                            （佐谷記） 

 次回の予定   ● ２９年７月、８月活動予定 

① 日時： ７月９日（日） ９：３０～１４：３０ 定例作業 

・集合場所： 池の下広場倉庫前  ・集合時間： ９：３０   

・作業場所： 道場丸広場エリア（区域 B） 

・作業目的： 景観保全型落葉樹林を目指した保全作業。 

・作業内容： 笹刈りと刈り採り笹の整理、林床の落ち葉掻き。 

・持ち物：  常備具（カマ・手ノコ・ナタ）、お弁当、飲料水、防虫薬、他必需品 

【持参器具】作業旗、シート、救急箱、刈込みバサミ、刈払機、熊手、レーキ 

② 日時： ７月２３日（日） ９：３０～14:３０ 定例作業 
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・集合場所： 池の下広場倉庫前  ・集合時間： ９：３０    

・作業場所：  道場丸広場エリア（区域 B） 

・作業目的： 景観保全型落葉樹林を目指した保全作業。 

・作業内容： 笹刈りと刈り採り笹の整理、林床の落ち葉掻き。 

・持ち物：  常備具（カマ・手ノコ・ナタ）、お弁当、飲料水、防虫薬、他必需品 

【持参器具】作業旗、シート、救急箱、刈込みバサミ、刈払機、熊手、レーキ 

③ 日時： ７月３０日（日） ９：００～１２：００～ 受託業務 

・集合・作業場所： 飯島町自治会館   ・集合時間 ９：００ 

・作業目的： 環境創造地区の保全作業 

・作業内容: 植栽の剪定と剪定枝の片付け 

・持ち物: 手ノコ、刈込みバサミ、剪定バサミ、飲料水、防虫薬 

お願い： 作業代は活動資金になり、且つ、身近な環境の整備にもなります。会員の皆 

    様様の協力をお願いしておきます。 

④ 日時： ８月５日（土） ９：００～２０：００ 安全講習会・救急救命講習会と納涼会 

・集合場所： 池の下広場倉庫前  ・集合時間： ９：３０   

・作業場所： 道場丸広場エリア（区域 B）、栄消防署 

・作業目的： 安全作業への意識向上を図る。 

・作業内容： ●林野庁交付金対象の安全講習会： 9 時半～11時、伐採講習 

●救急救命講習会： 13 時～16 時、於栄消防署 詳細は別紙参照 

●納涼会： 詳細は別紙参照 

   お願い： 講習会への教本等の準備が必要になります。講習会・納涼会への出欠は 

７月１３日(木)までに浅見氏に連絡を厳守して下さい。 

・持ち物  お弁当、飲料水、防虫薬、他必需品 

【持参器具】作業旗、救急箱、チェンソー、チィルホール 

⑤ 日時： ８月２７日（日） ９：３０～１４：３０ 定例作業 

・集合場所： 池の下広場倉庫前  ・集合時間： ９：３０   

・作業場所： いっしんどう作業エリア 

・作業目的： 景観保全型落葉樹林を目指した保全作業。 

・作業内容： 草本、ネザサ刈り 

・持ち物：  常備具（カマ・手ノコ・ナタ）、お弁当、飲料水、防虫薬、他必需品 

【持参器具】作業旗、シート、救急箱、刈込みバサミ、刈払機、熊手、レーキ 

(2９年７，８月号の原稿に関し、上記活動報告は竹内氏、巻頭言は高嶋氏、リレートークは酒巻氏

です。原稿の締め切りは２９年８月２８日(月)、押木氏迄宜しくお願いします。) 

欠席される方は、メール(TOKAMI6666@aol.com)又は電話（894-2800）で山上部会長迄 

  

【瀬上さとやまもりの会 活動日誌】         

（１）平成 2９年５月７日(日) 晴れ ９：３０－１４：００ 公田竹林の整理 

・参加者： 浅見、伊藤、枝村、小宅、酒巻、佐谷、上手、竹内、野沢、長谷川、前村、三島、吉川、 

渡部、高田校長 計１５名 区役所 高橋係長、村山、バーベキュウパーティには 

三上副区長、地域振興課員他多数参加 
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・作業内容 ●不要な筍の蹴っ飛ばしと枯れ竹等不要竹の伐採 

・活動内容 ●いつもの集合場所は地域商店街主催のＢＢＱの準備・使用中の為竹林に移動。高

橋係長の挨拶と渡部氏による作業内容の説明後、作業開始（９：４０） 

●途中 10:30休憩を挟み 11:30迄作業し、その後ＢＢＱ呼ばれて、焼いた筍・肉・椎茸等（併せてビ

ール等の飲み物）を頂いたり、貴重な体験を楽しめました。蹴っ飛ばした沢山の筍をお土産に頂

き解散。 ＢＢＱ：バーベキューパーティ 

   

久し振りの蹴っ飛ばし         蹴っ飛ばしされる運命の筍        ご馳走になります          

（２）平成 2９年５月１４日（日） 曇り ９：３０～１４：００ 北谷戸：苗床の作製と交付金申請地の下見 

・参加者  伊藤、枝村、小宅、小嶋、酒巻、佐谷、上手、高嶋、竹内、長谷川、三島、山上、渡邉富、

渡部、中塚 計 1５名 

・作業内容 ●苗床の作製・幼木の移植、林野庁交付金対象の申請地２ケ所の下見 

・活動内容 ●本日の作業や林野庁交付金申請（道場丸広場と旧研修地下：計約１ｈａ）に関して

説明、ラジオ体操後、現場（９：４５）に移動  

●北谷戸を下草刈りし、二畝の苗床（５ｍ角程度）を作製。コナラ、ケヤキ、カエデの実生樹を付

近の活動地で採取しバケツに貯め、畝に移植（計４０本程度）。１２：００午前中の作業を終了 

●中塚氏と渡邉氏は午前中に申請地を下見 

●昼食後、１２：３５から出席者全員で２ケ所の申請地を見て回り解散 

             

  コナラ、モミジ等の実生樹の採取      苗床の為下草刈り         作製した畝に幼木を移植 

   

  畝の周囲に囲いを作る        道場丸広場の申請地の下調べ     旧研修地下の申請地の下調べ 
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（３）平成 2９年５月２８日（日） 晴れ ９：３０～１３：３０ いっしん広場の植栽整理 

・出席者： 浅見、伊藤、枝村、佐谷、上手、高嶋、戸賀澤、星野、三島、山上、山田、渡邉富、渡部 

計 1３名 

・作業内容 ●いっしん広場の周囲に植栽されたヒサカキ、ツツジ等の剪定・整理 

・活動内容 ●打合せ・ラジオ体操後、活動現場に移動 

●10:00から脚立 3個を使用しヒサカキ、ツツジの剪定し、休憩を取り、11:00からＡ１(公衆トイレ)

下の民有竹林から侵入した孟宗竹（十数本）を除伐し、杉(数本)も伐採し昼食（１２：００） 

●１２：３５昼食後、林野庁交付金申請地の道場丸広場で、ササ刈りに刈払機やチェンソーが使用

できるかをチェック。チェンソーは長時間のしゃがんでの使用には不適と判明また作業方法等を

調査 

●打合せ事項 ・林野庁交付金申請には、オオタカの住環境の保存・維持を最終目的と設定 

   
   剪定前のヒサカキの植栽       剪定中、どれを切ろおかな？      剪定後のクサカキの植栽 

   

  刈込み終了です             花盛りの山野草            不要竹の伐採 

（４）平成 2９年６月１１日（日） 晴れ ９：３０～１３：３０ 中尾根北斜面の林床整理 

・出席者： 伊藤、枝村、小宅、酒巻、佐谷、上手、高嶋、長谷川、丸山、三島、渡邉富、渡部  

計 1２名 区役所 高橋係長、桂田 

・作業内容 ●中尾根北斜面での杉間伐 カントリーヘッジ等で使う杭材等の作製 

・活動内容 ●打合せ・本日の作業の説明後、作業現場に移動 

●渡邉氏は高橋係長、桂田氏に同行し当会の活動状況を説明するため、いっしんどう広場等当

会の活動地を巡回 

●９・５５から班に分かれ、チェンソーも利用し、スギの細い木や欠頂木を伐採し、長さ１．３ｍに玉

切。１１時過ぎ休憩を取り、その後、作業再開し、昼食後１２時半過ぎから１時間程度作業し、解散（１

３：３０）。径１０㎝程度以下のスギは杭とし、それより大きな丸太は板材用等として皮むきし乾燥 

●打合せ事項 ・安全講習会等については８月５，６日、７月２９，３０日を候補日とし、午前中は林 

野庁交付金申請地の現場でチェンソー、チィルホールの安全講習、午後は栄消 

防署で救急救命講習を予定。夕方には納涼会を予定 
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       ・横浜市の必修安全講習への出席予定者として石渡氏と渡邉氏、チェンソー講

習会には渡部氏と三島氏を予定 

       ・林野庁交付金対応として、活動に伴うモニタリングが必要。３年後の申請地の

姿（状態）をどうするかの為、道場丸広場での埴生（ホウチャクソウ、ナルコユリ

等）調査、コナラ、カエデ等の移植等を予定 

       ・高橋係長より「区広報８月号で当会の活動を紹介」との紹介 

   

  新しく出来たテーブルを囲んで    不要スギの伐採、力を併せて        どっちに倒そうかな 

   

     玉切したスギ材            皮むきしたスギ材          作製した杭 

（４）平成 2９年６月２５日（日） 雨天のため活動中止 

                            （高嶋、伊藤、枝村記） 

 

◆ リレートーク    県庁公開と瀬上の森         

小嶋泰家 

 5 月 4 日みどりの日、県庁の公開日の知らせを「県のたより」で見て関内へ出かけた。 

栄区からは敬老特別乗車証を使って行けるので便利だ。この日県庁周辺の日本大通りは横

浜市主催の「都市緑化よこはまフェア」の会場になっており、全国各地からの花で飾られ見

事な景観を作り出していた。 

 栄区に住んで 40 年。県庁前を通り、大桟橋や

山下公園までは何度か行ったことはあるが、県

庁を訪ねることはこれまで一度もなかったので

大変貴重な経験となった。 

 玄関前で高校生の和太鼓の実演に元気づけら

れたあと、館内へ。竣工は昭和 3 年、昨年米寿を

迎えたと言う。想像していたとは言え、相当に歴

史を感じさせるたたずまい。まずはエレベータ
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で屋上へ。なんと横浜名物のキングの塔（右図）を除くジャック、クイーンの 2 塔（キングの塔

は県庁）をほぼ同じ目線でみることができた。 

次いで旧議会場、貴賓室、知事室と回る。期せずしてボニージャックスのライブも。 

知事室では黒岩知事を摸した人形の出迎えを受けた。窓の外を見ると鮮やかな街路樹が眼

に映り、貴重な写真も撮ることができた。 

 エレベータ階数表示計に針で動く式のものがあるなど、この日は横浜の大きな歴史を学

んだ半日になった。以下当日の感想の 1句です。 

 歴代の知事の肖像麦の秋 小嶋泰家 

 筆者は栄さとやまもり（現瀬上さとやまもり）の会に創立当初から参加。毎月１回、ずっと

例会に参加してきたが、昨年４月心ならずも大動脈弁の手術を受け、活動を約１年間自粛。こ

の５月、１年ぶりに例会に復帰することが出来た。 

 毎月の活動を行う瀬上の森は円海山一帯で昆虫数千種、瀬上市民の森一帯で植物数百

種と極めて生物が豊富な美しい森と言われる。県庁前の緑と、栄区の森、これらの恵まれた

緑の環境の中でこれからも微力ながら自然を守る活動に貢献したいと思う。    以上 

 

◆ 編集後記 

 隔月にこじゅけい通信を出すようになって初めての編集で少し戸惑っています。最近久しぶりにぎっ

くり腰になり、前回と違って、ヒシヒシと歳を感じます。次回にはどうなることやら。      （枝村)  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

            救急法講習 及び 納涼会 のお知らせ 

 １． 救急法講習会 

   （１） 日時   ８月５日（土） １３：００～１６：００ 

   （２） 場所   栄消防署 大会議室 （栄共済病院前） 

   （３） 受講料  今回は、全員が新規対象者扱いとなるため、一人当たり 

             ￥１，０００．－が必要。当会が負担します。 

   （４）注意事項  念のため、お持ちの「講習会終了済カード」・「講習会教本」を持参してく 

ださい。 

２、 納涼会 

   （１） 日時   ８月５日（土）  １８：００～２０：００ 

   （２） 場所   うおや一丁 大船店 

             鎌倉市大船 １－１１－６ ヴィコロビル ４F 

                       ☎ ０５０－３４６３－４４４５（JR大船駅徒歩２分 

   （３） 会費   男性  ３，０００円     女性   ２，０００円 

     （４） その他  ①料理は、飲み放題付一人￥４，０００ですが、差額は会より負担します。 

            ②開始時刻ですが、営業開始が１８：００ですのでご了解ください。  

            ③参加者は直接「うおや一丁」にご参集ください。 

 ３、 連絡先    ７月１３日（木） までに出欠（各々につき）をご連絡ください。  

           浅見  聰 EMAIL :  s-asami@jcom.zaq.ne.jp 

       ☎ ： ０４５－８９４－５４６８ 携帯 ： ０９０－６００４－８１８７                                               
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