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新聞屋さんのおすすめレシピNO.16 鯵のなめろう

弁慶果樹園

清川
　リバーランド

宮ヶ瀬湖

　長さ 110 ｍあるこのハウスは (800 名程の団体収容
可能）天候・季節に関係なく、ハウスのぶどう棚の
下でバーベキューや餅つきが楽しめます。餅つきは
2臼以上から注文でき、あんこ、きな粉、大根おろ
しがつきます。その他、たまご拾い牧場や 5月末に
は有機質肥料 100%にこだわった自家製堆肥で栽培
された梅の収穫、秋には果物狩りなどいろいろな体
験ができる果樹園です。

　美しい林が背景に広がる広場で、20
区画のバーベキューエリアを整備。ディ
キャンプやバーベキューが楽しめ、バー
ベキュー用の器具や食材も用意されて
います。(有料 )＊持込みは出来ません。
ご利用には電話予約が必要です。

◆営業日　土・日・祝日・夏休み
◆アクセス　小田急線本厚木駅神奈川中央バス
5 番「宮ヶ瀬」行き終点下車 ( 約 50 分 )
◆住所　愛甲郡清川村宮ヶ瀬 940-4
◆問合せ　宮ヶ瀬水の郷観光協同組合
TEL:046-288-1223 　FAX:046-205-3777

ピクニック

　　広場

◆営業日　不定休 ( 電話にてご確
認下さい )
◆アクセス　小田急線湘南台駅
西口より「慶応大学」行きバス 10
分「慶応大学」下車徒歩 10 分
◆住所　藤沢市遠藤 6190
◆問合せ　弁慶果樹園
TEL/FAX ： 0466-48-6660

　炭火で串焼きバーベキュー、いろりを囲ん
で楽しいひととき、食材、器材の持ち込みは
もちろん、幻の魚イワナ・合鴨・野菜・おに
ぎりなど材料の予約も受けています。
うどん・そば・食事のみもOK。

◆定休日　毎週木曜日 ( ただし祝祭日、
夏休み期間中は営業になります。)
第 3 水曜日、電話にてご確認下さい
◆アクセス　小田急線本厚木駅神奈川
中央バス「宮ヶ瀬」行き又は「上煤ヶ
谷」行き「煤ヶ谷」下車徒歩 10 分
◆住所　愛甲郡清川村煤ヶ谷 2450
◆問合せ　清川リバーランド
TEL:046-288-3715 

と　　の
おススメレジャー

スポット

緑 水

ＧＷの予定は決まりましたか？

バーベキュー、魚のつかみ取りを体験したり、

動物とのふれあい・森林浴など近くて便利な緑の

レジャースポットに癒されに行きませんか？

鯵のなめろう
材料 （2 人分）

あじ     （3 枚におろしたもの or 刺身用） 120g 

ねぎ     　1/2 本 

しょうが    大 1 かけ 

みそ       大さじ 1 

〈マメ知識〉

なめろうは、もともと船の上で作られていた

といわれる漁師料理。新鮮な魚をおろして、

みそやねぎを一緒にたたき合わせて作ります。

お皿まで舐めてしまうほどおいしいことから、

「なめろう」という名前がついたそうです。

僕の地元九十九里の郷土料理です！！

小さい頃はよく父親が食べてるのをつまみ食いしてました。

お酒の肴にピッタリですよ！！

お酒が飲めない方はご飯の上に乗せてもいいですよ！！

お茶漬けにしてもGOOD！！

是非お試しあれ～♪♪

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－

鯵のなめろう

〈作り方〉

①　ねぎとしょうがはそれぞれみじん切りに

     します。 あじはまず細切り、 その後

     粗みじんにきざみます。

②　さらに 2 本の包丁で細かくたたいてさら

     に細かくします。 上にねぎ、 しょうが、

     みそをのせます。

③　さらに包丁でたたきます。 なめらかに

    なるまでしっかりとたたいて下さい。

ASA 寒川   行木 ( なめき）
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寒川・茅ヶ崎版

VICTORY !VICTORY !VICTORY !
がんばれ！湘南ベルマーレ

●お問合せ / 湘南ベルマーレ TEL 0463-25-1211
湘南ベルマーレ公式サイト　http;//www.bellmare.co.jp/

　東日本大震災の影響で試合が中断している J リーグでしたが、
４月 23 日 ( 土 ) からの再開が決定しました。湘南ベルマーレはア
ウェイのコンサドーレ札幌戦（札幌ドーム）が再開後の初戦とな
ります。平塚の紅谷町まちかど広場ではパブリックビューイング
の開催も決定。キックオフは 16:00 です。
翌週 4 月 30 日 ( 土 ) は、サポーターが待ちに待ったホーム、平塚
競技場での開催。それも横浜 FC との神奈川ダービーです。
今季、大幅にメンバーが入れ替わった湘南にとってこの中断期間
は、連携を深めるための十分なトレーニングの時間となったこと
でしょう。また開幕前後に故障していた選手が復帰し、練習試合
で調子を上げてきているのも好材料。開幕戦でファジアーノ岡山
を相手に 5-0 の大勝をした湘南ですが、気を緩めることなく仕切
り直しの開幕に備えています。

再開後のホーム初戦は

　横浜 FCとの神奈川ダービー

節　　　開催日　  　　　キックオフ　　  対戦相手
  9　　  4 月 30 日（土）　　13:00*  　　横浜 FC
11　　  5 月 18 日（日 )　　16:00　　　愛媛 FC
12　　  5 月 15 日（日）　　16:00　　　サガン鳥栖
14　　  5 月 29 日（日）　　13:00　　　ザスパ草津

＊開始時間が変更になりました

●ホームゲーム試合日程　　※会場はすべて平塚競技場

◆ベガルタ仙台とトレーニングマッチ
　4 月 13 日、ホームタウンが東日本大震災で被
災したベガルタ仙台と練習試合が平塚競技場で
行われました。試合前には、スタンドがひとつ
になった「ベガルタ仙台！」のコール、両チーム
入り交じっての記念撮影、そして被災地を想い
黙とうをささげました。試合は、アジエル、中
村のゴールで 2-0. 湘南が勝利をおさめました。
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　３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震、津波そし
て原発の事故と一連の信じられないような惨状を、毎日イ
ンターネットで情報収集しています。被害に遭われた方々
には心よりお見舞い申し上げます。
　家族と別れて海外にいると、日本で起こる災害には敏感
になります。今回も電話で状況を確認しようとしても丸１
日つながりませんでした。こちらのニュースでは地震発生
直後から実況放送のように被害の様子が流れていました。
アナウンサーが何と言っているのかわからないその映像を
見て、被害の規模の大きさに愕然としました。学生からは

「先生の家族は大丈夫ですか」と言う電話やメールがたく
さん寄せられ、彼らの気持ちに感謝しました。
　授業では、家内から聞いた日本人のその後の生活の様子
を話しました。そして、質問の時間を取ると、「今回の日
本の地震の規模は四川地震（死亡者８万７千人）の 20 倍
以上なのに、どうしてそんなに被害者が少ないのか？」と
言う質問がありました。この質問には他の学生が一瞬失笑
をもらしました。暗に「四川地震では多くの学校が壊れ多
数の学生が被害にあった。中国の建築基準が甘すぎる」と
言いたかったようです。私は「日本では学校などの公共施

設は子供の安全を守ると同時に、緊急時には避難所として
の役割を持っているから、特に基準が厳しいのです。」と
話しました。
　今回の地震報道によって、彼らの日本人への評価は高
まっています。１つは、建築技術水準の高さです。２つ目
は、日本人の秩序意識です。彼らの作文を読んでもほとん
どの学生が、ルールを守ってお互いに助け合いながら混乱
なく避難する日本人を賞賛の目で見ています。列に並ばな
い、横入りをする、ゴミはポイポイ捨てる中国人を普段見
慣れている私にとっては十分理解できることです。
　原子力発電について彼らの考えを書いてもらいました。

「原子力発電所なんて、本当にいいのかな。確かに原子力
のおかげで人々にもっと多くの電力を提供することができ
ます。だが万一、今回の日本大地震のような災害が起きた
ら、２次災害も起きかねません。その時、原子力発電所の
爆発でどれほど巨大な危害が出るのかは想像できません。
人間と言う生物はいつも自然に勝ちたいと思って、自然を
改造しました。でも実際は自然の前にただちっぽけな存在
です。自然が怒る時、誰も止められないでしょう。そうい
うふうに思って、怖いなと感じています。」（２年生作文を

そのまま一部抜粋）
　「中国にある原子力発電の安全性をもっと高めなければ
ならない」という考えが多数ですが、それと同じくらい原
子力について懐疑的な意見もあります。中国のニュースは
原発事故のことを連日のように放送しています。そのせい
か、広州では一時食塩の値段が２５倍に跳ね上がったりし
ました。日本製の粉ミルクは在庫がすぐになくなるくらい
買い溜めが起きました。また、昨年寒川国際交流協会で実
施した本校学生のホームステイ企画も、大学の判断として
今年は中止となってしまいました。残念です。
　今日現在、日本の
原発事故はまだ予断
を許さない深刻な状
況ですが、これ以上
の被害が出ないこと
を祈っています。

学生から送られた「日本人への励まし」

Letter from 広州　～広州からの手紙～ 日本語教諭として中華人民共和国広東省広州市に赴任している元旭小学校長､ 八坂眞司さんからの手紙です Vol.17

互いにリスペクトしあう気持ちが
好ゲームを生み出す。

寒　川　情　報

後 編
日本サッカー協会 プロフェッショナルレフェリー　

　　　　　1 級審判員　柏原 丈二さん（小谷在住）
かしはら　じょうじ

　選手と選手、選手と審判はもちろん、スタッフ、サポー
ター。そのスタジアムにいるすべての人がお互いにリスペ
クト（尊敬）しあうことがサッカーの基本だと柏原さんは
言います。「ただ試合中はエキサイトすることもあります
から、あらかじめそのチームの特徴や選手の癖を頭にいれ
ておいて、早い段階で注意するなど、うまくコントロール
するのが主審の仕事です。また、チーム戦術を知ったうえ
で『試合をよむ』ことをしておくと、本番での自分の動き
をイメージトレーニングするもできます」。
　これまで J リーグだけでも 250 試合以上の主審を務めて
きた柏原さん。そのなかでとくに印象に残っている試合に
ついて伺いました。「僕は、J1 と J2 の入れ替え戦でジャッ
ジすることが多かったんです。選手もサポーターも必死で
すから緊張感もひときわ高いゲームになるので、よく覚え
ていますね。あとはアクシデントが起こった試合。これ
も入れ替え戦だったんですが、ナイターの試合中に突然停
電になって照明が全部消えてしまったんです（2005 年 12
月当時 J1 柏と J2 甲府の入れ替え戦第 1 戦＠小瀬陸上競技
場）。真っ暗で試合を続けることはできませんから、選手
を下げて試合の運営担当者やマッチコミッショナーと相談
しながら、どのくらいで復帰できるかとか、タイムスケ
ジュールの調整をするなど主審としてのやるべきことも多

いし、その責任も大きいです。選手の身体も冷えてしまい
ますから、的確な状況判断が必要でしたね」。　
　仕事以外でサッカーを見ることはあるのでしょうか？

「もちろんありますよ。試合を見ているとレフェリーのポ
ジショニングや動きも気になりますが、日本代表戦などは
１サポーターになって見るときもあります。『その判定お
かしいんじゃない？何で？』とか、一般の方が見ているの
と一緒ですね」。
　東日本大震災の影響で中断していた J リーグも４月 23
日からの再開が決まりました。「まずは今シーズン、しっ
かりけがをすることなく務めたうえで、来年以降もやれる
ところまで現役で
やりたいと思って
います」と意欲的。
ゆくゆくは、審判
員の育成に携わっ
ていきたいと語り
ました。

天皇杯で主審を務める柏原さん

さむかわの
防災対策

3 月 11 日に東北地方太平洋沖地震が発生し、東北地方を中心に
大きな被害を受けました。
現在もなお余震が続き予断を許さない状況です。
災害時にはみなさんで協力し、冷静な対応を心がけましょう。

　大規模な地震、風水害等の災害が発生した場合、大き
な被害が想定されることから、町は寒川町地域防災計画
に基づき、被害の軽減を図り、町民の生命・財産を守る
ためにさまざまな対策を講じています。
◆寒川町の非常用備蓄
飲料水　耐震性貯水槽 ･･･ 広域避難場所となる、一之宮
　小学校・寒川小学校・旭小学校・さむかわ中央公園に
　100t 水槽を設置しています。
　※町民一人当たり３㍑×３日分を想定
　指定配水池 ･･･ 寒川浄水場　約 28,000t
　飲料水の調達に関する協定 ･･･ キリンビバレッジ（株）
　　湘南工場（寒川町倉見）と締結
備蓄食糧　サバイバルフーズ 25･･･ 米国で宇宙食として
　採用されているものです。広域避難場所となる、さむ
　かわ中央公園の防災倉庫に備蓄しています。
　内容：野菜シチュー　チキンシチュー　牛肉のマカロ
　　　　ニチリソース煮　クラッカー

　　　※約 27,000 食を備蓄（最終目標 94,000 食）
アルファ米 ･･･ お湯もしくは水で調理できるお米です。
　内容：白飯・赤飯・山菜おこわ・五目ごはん・きのこ
　　　　ごはん・ピラフ　※約 9,550 食
　応急必需食料の調達に関する協定 ･･･ 敷島製パン（株）
　　パスコ湘南工場と締結
※救援物資は 3 日間は来ないと考えましょう。そのため
の飲料水・食料は各家庭でも最低、3 日間分を備蓄して
おく必要があります。
◆防災行政無線
　町では大規模災害が発生した際の情報連絡体制を整え
ています。
防災行政無線（固定系）
　災害時町内 51 か所にあるスピーカーより一般行政放
　送、緊急放送を行います。
※災害時にはサイレンを鳴らしボリュームを「大」で放
送します。

寒川小学校の「百年桜」。今年も見事な花を咲かせました。

関東大震災のときの寒川の状況
　1923 年 9 月 1 日に関東一帯を襲った大地震、当時
の寒川村も大きな被害を受けました。被害の内容は、
建物の全壊が 575 戸、死亡者 31 名、負傷者 27 名に
のぼり、救援物資として玄米 85 俵・外米 43 俵が無
償で配布されました。村内には同年 10 月に「寒川村
復興会」が組織され、道路や橋梁などの復興が始まり
ました。
　一之宮八幡大神、北部文化福祉会館、倉見神社にそ
れぞれ震災記念碑が建てられています。
　　　　　　　　　　　　　（『神奈川県震災誌』より）

◆広域避難場所
　主に家が倒壊したり、焼失をした人を収容する目的で
各小中高等学校とさむかわ中央公園の 10 ヶ所を指定して
います。また、各地区の災害対策拠点として災害対策本
部と連絡調整、物資輸送等の拠点となります。
※日頃から、家族でどの避難場所へ避難をするか話し合
いをしておきましょう！

◆第 20回さむかわ緑のフェスティバル
　地球温暖化防止、生物の生命維持などに不可欠である酸
素は太陽からの光を植物が受けて作り出しています。緑の
必要性を認識し、緑を増やし、緑に感謝するために寒川町
では「緑のフェスティバル」を開催します。
　今回のフェスティバルは、東日本大震災の復興イベント
として開催し、被災された方々、また 1 日も早い復興の
ために「義援金箱」を設置します。ご来場のみなさまのご
協力をよろしくお願いいたします。

日時　平成 23年 4月 29 日（金・祝）
　　　AM10:00 ～ PM3:00
場所　さむかわ中央公園


