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６０の魔力？」
魔力？」
「６０の
新年に当たり私もそろそろ
還暦だなと、
同級生からの年賀
状を見てしみじみ思う今日こ
の頃です。(同級生は今年還暦
で、早生まれの私は来年。)そ
こで一つ気になりました。ご存
じの通り干支は十干十二支つ
まり６０年で一巡いたします。
(今年は乙未)
これを一つのサイクルと考
えると色々興味深いものが有
ります。１０進法が主流の今で
も時間や角度を表すのに６０
進法が使われています。
そもそ
も古代バビロニア人が考案し
たと言われておりますが、１～
６の整数と１０で割切れます。
そして１０と１２の最少公倍
数でも有るので、様々な事象に
引用される数字でもあり、何か
宇宙的な神秘的なサイクルの
感じもするのです。
人間も還暦６０歳で赤子に
環えるように、時代も又、新た
なものが生まれ変わる時期な
のかも知れません。エネルギー
の面で見ても６０年前ＬＰガ
スはガスの缶詰と言われ、家庭
の主婦をそれまでの薪や炭の
家事の重労働から解放致しま
した。
６０年後の今、水素による新
たな時代が始まろうとしてお
ります。新聞・テレビ等でご承

知の通り燃料電池車の販売が
開始されました。
それに付随しての水素ステ
ーションの整備計画も着々と
進んでおります。２０２０年の
東京オリンピックの頃には交
通機関として燃料電池車の自
動車・バスが選手の送迎始め、
路上で沢山見かけるようにな
ると思います。選手村も水素タ
ウンとして家庭用燃料電池で
発電、給湯を行っていることで
しょう。環境にも優しく水の惑
星地球には無尽蔵に存在する
エネルギーです。
かつて大ヒットした映画「バ
ック・トウ・ザ・フューチャー
」でタイムマシンが到着した未
来は今年２０１５年でありま
した。車の名前「ミライ」のよ
うに何か新しい時代の突入を
予感させる年頭でもありまし
た。

ミライ
燃料電池⾞
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石岡市小野越 北向観音堂

〝北向観音〟は全国に多く
存在します。
石岡市にもいくつ
かあり、石岡市街富田町のもの
が特に知られています。
旧八郷
町小野越の北向観音堂も古く、
伝説では、天平年間（729～749
）に、僧行基が常陸国府を訪れ
、東南の方角にめでたい兆候が
あり、夜、怪しい光を見たこと
から、老翁の指示に従って仏像
を刻ませ、里人が一堂宇を造っ
て安置したといわれます。
石岡市内八郷地区の辻から
つくば市北条へ向かう不動峠
への道の途中に、小野越という
集落があります。小野越の北向
観音堂は、平安時代の歌人で絶
世の美女と謳われた小野小町
にゆかりがある場所とされて
おります。全国に小町伝説は数
多く存在しますが、小野越にも

伝説が残されています。
むかしむかし、山の向こうか
ら一人の女性が峠を越えて北
向観音堂へやって来ました。そ
の女性は、山の荘村の小野（土
浦市新治地区）に住む小野小
町で、難病に悩み、はるばる山
を越えてここ北向観音堂に祈
願しにきたのでした。
女性は境内近くの大きな石
に腰をかけて一休みし、観音堂
に続く石段に目をやりました。
何十段と続く階段を上った女
性は、本堂の前で観音様に手を
合わせ、病気が治るよう一心
にお参りをしました。するとど
うでしょう、あんなに衰えてい
た身体に力がみなぎってきて、
足の痛みもお腹のしびれも消
え去っていました。
長年苦しんできた病がうそ
のように治って、おまけに元気
と若さが戻ってきたようです。
石段を下りて、湧き水のある池
に自分の姿を写すと、若々し
く美しい姿がそこにありました。
女性は喜んで、かんざしをそば
の枝にさして観音様にお礼を
述べ、そのときの気持ちを和歌
にして短冊にしたためました。
北向観音堂のある集落は、い
つしか小野越と呼ばれるよう
になり、近隣はもとより遠く筑
波郡や行方郡からも参詣者が
あったといわれます。現在でも
小町腰掛石・簪の木・覗石・姿
見の池などが境内とその周辺
に見ることができます。
隣町に
は、小町の墓も残っています。

自慢の石釜で焼き上げたマ
ルゲリータピザのお食事券を
抽選で 名様にプレゼント致
します。
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石岡市美術協会展
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しております。

頂けると嬉しいです。お待ち

また、感想やご意見なども

お答えいたします。

しいことがあったら、何でも

知りたいことや載せてほ

●編集後記●

・日本画 ・洋画
・彫刻 ・工芸美術
・写真 ・書

茨石商事 のロハススタジ
オにて様々な美術品が
月
日まで、展示中です。
この機会に美術の良きとこ
ろを見つけてみてはいかがで
しょう？多くの方に、ご高覧賜
りたくご案内申し上げます。
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お 知 ら せ

みなさまに快適な湧水ライフを楽しんでいただくため、
「富士の
湧水」のＤ-パックをもっと使いやすくリニューアル致しました。
重量のある使い切りパックをスムーズに運べるように持ち手をつ
け、開封も折りたたみも今まで以上に簡単にできるように改良い
たしました。
これからもぜひ宜しくお願い致します。

になるお店
気になるお店

自信とプライドにつながるの
です。この子たちが出来ること
をぜひ見て頂きたい。このレス
トランは法人として長期的な
計画に基づいた就労の場を考
えての一つの形です。しろがね
苑農場から始まりすべてがつ
ながっているのです。」
そう静かに語って下さった
のは社会福祉法人白銀会理事
長 長谷川淺美氏。その言葉に
はハンディのある人への深い
思いやりと福祉の仕事への誇
りと情熱が感じられます。皆さ
んもこの場所で心穏やかな至
福の時を経験してみませんか。

 店舗情報
〒３１５-０００５
石岡市鹿の子 4-1991-1
℡0299-56-6198
営業時間
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時
（ラストオーダー：
時）
定休日：月曜日
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『トラットリア
アグレステ』

い梁・・・温もりを感じる木と
大谷石によって織りなされる
贅沢な空間は、テラス席へとつ
づく大きなガラス扉ごしから
ふりそそぐやさしい太陽のひ
かりに溢れています。そしてガ
ス焚きのピザ焼き用石釜とボ
クサー犬のフォトパネル・・・
スタッフの丁寧な対応とさわ
やか笑顔が出迎えてくれます
・・・
建物の資材、
器やファニチャ
ー、また直営農園で、ていねい
に育てられた無農薬野菜をは
じめ厳選された料理の素材ま
で、自然の物、本物にこだわり
地産地消をとりいれています。
一流のシェフによる素材を生
かしたお料理や、厳選したワイ
ンなど本当に美味しいものを
楽しむことができます。
お天気
の良い日にはテラス席でラン
チを頂くのも気持ちよさそう
・・・また愛犬と共にドックカ
フェスペースでお食事を楽し
むこともできます。
「四季の変化、時のうつろい
を感じることのできる、
食事だ
けではないほんとう
にリラックスできる
癒しの場としたい・・
・このレストランは知
的ハンディのある人
たちが就労トレーニ
ングをする場でもあ
ります。それには舞台
は大きいほど立派で
あるほど良い、それが
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～ひかりと風の透りぬける
癒しの空間～

昨年 月にオープンしたイ
タリアンレストラン「トラット
リア・アグレステ」。
門をくぐるとそこはまるで
時間がとまったような、
自然の
雑木林・・・アプローチにみち
びかれおとぎの国の様な木の
扉をあけるとそこに広がるの
は、開放的な高い吹き抜けと太
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※お水の定期配送をお申込み頂くとサーバー使用料が無料になります。

