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ふるさと紀行
ふるさと紀行
石岡の栗
石岡の

町の周辺部に広がる平地林
は、農家の大切な農業資源。雑
木林からは、燃料となる薪と堆
肥の材料となる落ち葉、さらに
はキノコや山菜など様々な森の
恵みが生まれた。
関東特有の平地リンを代表
する樹木として落葉果樹の栗
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社長エッセイ
社長エッセイ

昭和 年頃と現在を比較す
ると、当時世界一の電波塔とし
て東京タワーが威容を放ち現
在はスカイツリーに役割移譲。
同じく前回オリンピック開催に
照準を合わせ完成した東海道
新幹線と現在のリニア開通計画
（東京～名古屋）。そして首都高
速建設と今回は外側の環状線
の建設促進。インフラばかりで
無く人々の世界に対する考え
方も大きく変わった様な気が
致します。やはり半世紀で歴史
は繰り返し書き換えられるの
か？今回はどう変わるのか、良
い方向に期待するものです。
また他に目をやると別の分野
でも今年は大きな変化が有る
様です。例えばプロ野球でも楽
天田中投手が鉄人稲尾の連勝
記録を約半世紀ぶりに塗り替
えました。更にヤクルトのバレ
ンティンが王貞治の持つ年間５
５号本塁打の記録を塗り替え
たのもまだ記憶に新しいところ
です。まだまだ他にもあるでし
ょう。
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『半世紀』
半世紀』
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月の初めに念願の東京オリ
ンピックが 年ぶりで決まり
ました。お・も・て・な・しが流行
語になるなど皆様にもまだ記
憶に新しい事と存じます。汚染
水等の問題も有るとは思いま
すが、久しぶりの明るいニュース
でこれを契機に経済も上向いて
くれる事を願っております。そ
れと今回の招致成功は何と言っ
てもオール日本で臨んだこと、
それぞれが役割をキッチリ果た
せた結果だと思います。
思い起こせば前回の東京オリ
ンピック時は私が 歳の頃（石
岡小 年）学校全員で中町通
りに繰り出して、日の丸の旗を
振りながら聖火ランナーを迎
えた記憶がございます。
あれから 年（きみまろ風）の
歳月が経ちますが、何か似た場
面を想像してしまいます。

がある。
日本一の栗の産地として茨城
県はその名を轟かせてきたが、
石岡地方はその主産地として
長い歴史を誇っている。
〝茨城栗〟の始まりは、千
代田町志筑の兵藤直彦の「高
接ぎ法」に始まる。東京大学
農学部を出た兵藤は、大正
年に
の栗の大規模
農家をスタートさせた。
ところが、栗園を始めた
、 年後には、胴枯れ病でそ
の 割が枯れてしまった。原
因を調べると厳冬期の凍傷
であることが判明した。寒さ
で幹が割れ、皮がはがれたと
ころに病原菌がつくという発
見から、兵藤は凍傷に強い山
栗を台木とする高接ぎ法を考
案した。
。 この高接ぎ法によって、栗栽
培は安定し、石岡地方から茨城
県へ広く普及していく。
兵藤は、日本栗研究の草分け
である県農会の幹事・八木岡新
兵衛などとともに、研究・普及
活動を重ねた。昭和 年、
彼を中心に茨城栗出荷組合
が設立され、石岡駅近くに
栗の出荷場が開設する。そ
こには、石岡・出島・千代田・
八郷など 町 ヵ村の栗が
集まった。昭和 年には、さ
らに市場を拡大しアメリカへ
の輸出が行われた。

三越へ出荷する網入り栗

茨城栗を普及させた兵藤直彦氏
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「半世紀」。言葉では
とても短いのですが、
その中にはとても長く
凝縮した時間が詰まっ
ているのだとつくづく
考えさせられました。
歳。自
私も今年
分の中での半世紀は
何を残せたのでしょう
？答えは今後の課題
です。
57

〒315-0013
茨城県石岡市府中 2-3-19
TEL 0299-24-2680
FAX 0299-23-8056
ホームページ
http://www.ibaseki.com E-mail
ibaseki@arion.ocn.ne.jp

私たちは、エネルギーと生活関連事業を通じて
地域の顧客満足 No.1 企業を目指しています。
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茨石商事株式会社

のない手漕ぎ式の井戸ポンプが
あれば、万が一電気が使用でき
ない状況になっても水を汲み上
げることができます。
災害時に一番必要なものは
〝水〟です。阪神大震災や東日
本大震災の際には〝井戸〟が
活躍し、震災後に注目されまし
た。被災地の施工業者では、震
災前は週 回程度だった家庭
用井戸の改修依頼が震災後は
約 倍になっていたそうです。
また、深さ ～ メートルほ
ど地中を掘る掘削の依頼も増
えていたそうです。自宅の建て
替え時は『井戸を埋めて』という
依頼が目立ったが、『震災で水
道がダメになった時に井戸水を
使えるようにしたい』と考える
お客さんが多い」ということで
す。
皆様も非常時に備えて、新た
に井戸の設置や使用していない
井戸の整備、もしくは、手漕ぎ
式の井戸ポンプの併設を考えて
みてもいいかもしれません
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いばせきエンタメ
いばせきエンタメ
ってますか？
知ってますか？
新聞』
『ねこ新聞』

?

ねこ新聞表紙より

2000 年代後半の『ネコ鍋』と
いうネコが詰まった土鍋がイン
ターネットから始まり、猫耳フ
ァッションや猫グッズ、猫カフェ
など、ここ 年くらいは息の長
い猫ブームとなっております。
しかし、ブームに左右されるこ
となく、猫をメインにとりあげ
た、知る人ぞ知る〝ねこ新聞〟
という新聞が存在するのをご
存知でしょうか
〝ねこ新聞〟とは、『富国強
兵転じて、ふこくきょうねこ』を
コンセプトに発行されています。
〝富国強猫〟と言われてもイ
メージできないかもしれません
が、「猫がゆったりと眠りなが
ら暮らせる国は、平和な心の富
む国」という精神を軸に、殺伐
とした現代にこそ、生きとし生
けるすべてのものへの愛情と慈
悲心という人間として当然のこ
とを、当たり前にできる世の中
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イバセキのお仕事
イバセキのお
自宅の井戸に
井戸に
ご自宅の
手漕ぎポンプはいかが
手漕ぎポンプはいかが
?

茨石商事では、 月中に石
岡市内の さん宅に井戸の手
漕ぎポンプを設置しました。
さん宅では、井戸水を常用
で使っており、通常時は、電気
ポンプを使用して井戸から水を
汲み上げて使用しております。
しかし、電気が止まってしま
った場合、水を汲み上げること
ができない為、 さん宅の水道
は使用することができません。
以前の震災時に、井戸があるの
に使用できないという状況を体
験しており、その経験を通じて、
手漕ぎポンプを設置することに
なったそうです。動力源が必要
S
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でありたい、という思いを込め
て制作されております。
ねこ新聞の編集長の原口さ
んは、脳溢血で倒れ、左半身に
障害が残った車椅子生活を送っ
ております。それでもねこ新聞
の施策を続け、全国紙の掲載料
＋購読料＋自己補充金で、発
刊を続けてきました。そこに掲
載の打ち切りという事態に陥り
ました。その際、奥様の原口美
智代さんは、存続は難しいと苦
渋の選択を迫られたといいます
。そこで資生堂名誉会長の福原
義春さんや、俳優の水谷八重子
さん、山田洋二監督、作家の森
村誠一さん・出来根達郎さんら
が発起人になって、「支える会」
が発足し、ねこ新聞を支えてい
ます。これらのメンバーを見て
もわかるように著名な方々が
執筆もしております。
ねこ新聞は、広告を一切載せ
ずに制作しており、講読者の購
入料のみで制作しております。
猫づくしで猫好きにはたまら
ない内容になっております。ご
興味のある方は、ぜひ弊社まで
お問い合わせくださいませ
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イベント情報
イベント情報

整体教室の開催
整体教室の

1000 円

ご好評の整体教室ですが、今
月も整体教室を行う予定です。
左記、開催の日程になります。
整体教室●
●第三回 整体教室●
日時〉
〈日時〉
10 月 23 日 水曜日
10 時～12 時
講義内容〉
〈講義内容〉
体の歪みについて
家庭でできるエクササイズ
など

受講料金

※初回体験につき無料にな
りますので、お気軽にご
参加くださいませ。

●編集後記●
編集後記●
ワクワク通信にて、知り
たいことや載せてほしいこ
とがありましたら、全力で
お答えします。また、感想
やご意見など頂けたら嬉し
いです。お待ちしておりま
す。是非お気軽にお問い合
わせください！

