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スポーツクラブや地元のクラブチームなど、 かつやくの場は

 それぞれですが、 みんな元気にスポーツをがんばっています !

 皆さんもきょうみがあったら、 いろいろなスポーツを体験して

みませんか？朝日新聞はがんばる子どもたちを応援します。

Koki Yasumoto
安本　恒輝くん / 寒川小学校　6 年生
　　　　　　　　　   神奈川予選 2 位

Q1. このスポーツを始めたきっかけは何ですか？

空手か柔道をやろうとして見学にいったら幼稚園の
時の友達がいて強かった事と、少しやってみたら楽
しかったので始めました。

Q2. このスポーツをしていてうれしかった事は ?

このクラブのみんなと友達に
なれた事や、いろいろなワザ
を教えてもらった事。また神
奈川の予選で 2 位になった事
です。

　Yumeno Ohba
大庭　夢乃さん /
浜之郷小学校　6 年生

Q1. このスポーツを始めたきっかけ
は何ですか？

今、中学 1 年生のお姉さんがさそって
くれて見学した時に、チームのお姉さ
ん達がかっこよくて、入りました。

Q2. このスポーツをしていてうれし
かった事は ?

ほかの小学校の子たちと仲良く、お友
だちになれたことや、試合で勝てた時
です。

所属：寒川   柔友会 ( 活動場所 / 寒川町総合体育館柔道場、茅ヶ崎市総合体育館柔道場 )

連絡先：茅ヶ崎市浜之郷 445-6　TEL/0467-86-5071( 代表　三谷  健 ) 

目標 !!

子どもたちが、それぞれのスポーツに

思いを込めてメッセージをくれました。

今年の予選で 1 位だった人

に勝ち、全国大会に出て優

勝したいです。

所属：とばせヤンキーズ ( 活動場所 / 浜之郷小学校、梅田青少年広場 )

連絡先：茅ヶ崎市円蔵 2035-6　TEL/0467-88-2876( 藤井 )

柔道

目標 !!

Naoki Ouno
王野　尚希くん / 中学 3 年生
　　　　　　　　　　神奈川県選抜

Q1. このスポーツを始めたきっかけは何ですか？

幼稚園の頃、スクールに体験に行きスクール生がと
ても楽しそうにやっていて、ボールを使った鬼ごっ
こみたいで自分も楽しかったのでラグビーを始めま
した。

Q2. このスポーツをしていてうれしかった事は ?

試合で勝った時がうれしいのはもちろんですが、仲
間とラグビーをしている時が一番うれしいです。

　所属：茅ヶ崎ラグビースクール ( 活動場所 / 茅ヶ崎市赤羽根青少年広場、中島スポーツ公園、
　  四之宮グランド )　aokiyokanran@s9.dion.ne.jp　TEL/0467-57-4055( 青木事務所 )

目標 !!

ラグビー

Hazuki   Sano
佐野　葉月さん / 鶴が台中学校　1 年生

Q1. このスポーツを始めたきっかけは何ですか？

幼稚園の時に、友達から水泳の短期教室に誘われて
行きました。何度か行っているうちにもっと泳げる
様になりたいと思い、毎週通うようになりました。
Q2. このスポーツをしていてうれしかった事は ?

試合でいくつかの大会新記録を出せた事や全国大会
で表彰された事です。

　所属：林水泳教室
　茅ヶ崎市若松町 12-1　TEL/0467-86-6866( 林水泳教室・直通 )

2009 年全国 JOC ジュニアオリンピックカップ水泳競技大会
           　9~10 歳　 50m   バタフライ第 4 位　
2010 年全国 JOC ジュニアオリンピックカップ水泳競技大会
              11~12 歳    50m   バタフライ第 3 位
                100m  バタフライ第 2 位

　　　中学生では、全国中学校水

泳競技大会で優勝する事、そして

高校生では、日本高等学校選手権

水泳競技大会で優勝する事です。

そしていつか日本代表としてオリ

ンピックに出場したいです。

目標 !!

水泳

ソフトボール

がんばる

子どもたち !

大庭　夢乃さん ( 中央 ) とチームメンバー

新聞屋さんのおすすめレシピ

サンマ（皮をとり三枚におろしたもの 200g）、大根 250 ｇ、人参 40g、ねぎ 30g、
玉子 1 個、豆腐 200g、味噌 50 ｇ、塩小さじ 1/2、醤油大さじ 1、酒大さじ 2

NO.17 サンマのすり身汁

材料 (4 人以上）

　初めまして、今回は茅ヶ崎西部店の私、岩渕が担当させて頂きます。このレシピで、
少しでも皆様の食卓がにぎやかになれば幸いですし、担当したことの大きな喜びにな
ると思っております。ご紹介させて頂くのは、私がまだ実家に住んでいた頃、母親が
よく作ってくれた “ サンマのすり身汁 ” 私の実家は岩手で、今回の
地震と津波で、すっかり町が無くなってしまった所もあります。幸
い、私の実家は無事でしたが、被害に遭った地域は知らない所では
ないだけに、複雑な気持ちです。同じ東北人として何か力になれる
ことがあればいいのですが…。それでは料理に移りたいと思います。

①  サンマの身の部分を細かくたたいてすり鉢でする。
( すりおろしたものが売られているのでそれを使うのもありです )
②   ①に味噌、塩、玉子、醤油、酒を加えます。
③   大根、人参はささがきにします。
④   豆腐は厚めの短冊切り、ねぎは斜め切り。
⑤   水 1.8ℓを煮立たせ、②を団子にして ( スプーンですくうとわりと簡単 ) 煮る。
⑥   煮ているうちに、②の味と旨みが、汁に煮出されます。(15 分位 )
⑦   野菜を入れ、柔らかくなるまで煮る。仕上げに豆腐、ねぎを入れます。

作り方

　実家にいた頃は気仙沼や大船渡が近かったのでサンマの時期になると当たり前の
ように食べていましたが、今はサンマも高級魚になりつつあり、実家を出てからは
ほとんど口にすることがなくなりました。もっとも、一人暮らしですとなかなか食
事を作るのは面倒になってしまって…。私のことはさておき、以上のような流れで
作って頂ければ、おいしく仕上がると思います。あまり分量にこだわらずアバウトに !!
食卓を囲むご家族の皆さんが笑顔で召し上がれますように。

これで十分いけますが、さらに薬味として麹なんばんが加わると生臭さが消え、辛味が絶妙で
す。お試し下さい。（麹なんばん、麹 1：醤油 1：なんばん 1/2 の割合で 3 ヶ月以上ねかせたもの）
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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/

　Ｊ２第 11節､ ホーム愛媛戦で、今季専修大学より新加入
した高山薫選手（FW No.23）がプロ初ゴール。試合は終了
間際に愛媛に追いつかれ１－１の引き分けに終わったが「自
信をもってピッチに入り、結果、点をとることができてす
ごく幸せでした。監督やコーチ、支えてくれた多くの人の
おかげです。」と手ごたえを語った。
　５月15日の 12節、鳥栖戦では中央大から加入の永木亮
太選手（MF No.6）が先制ゴール。同じくプロ初となるゴー
ルで先制。後半、猛攻をしかけてきた鳥栖に対し無失点で
抑え、開幕戦以来のホーム平塚での勝利となった。「前節で
はシュートチャンスになかなか打てなかったので、１週間
その課題に取組んできました。シュートで終わる意識を高
く持って、試合に臨みました」と永木選手。高山も攻守に
わたって貢献し、大卒ルーキーの活躍が光った。

11節 高山・12節 永木が GOAL

大卒ル－キーの活躍が光る

●ホームゲーム試合日程　　※会場はすべて平塚競技場

節　　　開催日　  　　　キックオフ　　  対戦相手
14　　  5 月 29日（日）　　13:00　  　 ザスパ草津
16　　  6 月 12日（日 )　　19:00　　　栃木ＳC
19　　  7 月 12日（土）　　19:00　　東京ヴェルディ
21　　  7 月 17日  （日）　　19:00　    ジェフユナイテッド千葉

鳥栖戦で決勝点となるゴールを決める永木選
手。（写真上）/最後まで衰えないスピードのあ
る高山選手（写真下）
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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.20

寒 川 情 報 B O X

安政2年 (1855年 )大地震の記録「太平年表録」より

　広州の春４月は例年雨期だったのですが、今年はほと
んど雨が降らず、近郊で旱魃の被害が出ています。しか
し５月１日労働節のゴールデンウィークに入ってからは
連日梅雨のような日が続いています。
　今学期は書道の授業も担当しています。２単位時間４
回（計８時間）の集中講座です。授業のレベルをどの程
度に設定するかを知るために、どのくらい経験があるか
事前に学生に質問してみました。すると、ほとんどの学
生が書道の経験がないというのです。市内の博物館では
著名な書家の作品が展示され、また、商店の看板やポス
ターにも流暢な筆づかいの書体が使われ、これにたびた
び感銘させられていたので、この回答はとても意外でし
た。書道の本場である中国の大学生に初歩から教えるこ
とにためらい、「では、授業のレベルは初級からでいい
ですね」と念を押して指導計画を作成しました。前半二
回は道具の使い方・初歩的な筆づかいと漢字を指導し、
後半二回はひらがなを「体験」させようと考えました。
　初めての試みなので大学に最低必要な「道具」（毛筆、
墨汁、墨いれ）40 人分を用意してもらい、新聞紙を下敷
きにして授業を開始しました。ところが教室には座卓が
５つしかなく、10 人程度しか机で書くことができません。
残りの学生は床に下敷きを敷いて書いてもらうことにし
ました。ところが正座の習慣のない学生ですから、胡座
（あぐら）をかいたり、横座りで書き始めます。これに
はびっくりしました。はじめはこれを直そうとしたので

すが、すぐにあき
らめました。
　「横線」「縦線」「止
め」「角」「左はらい」
「右はらい」「はね」
など、基本的な筆
遣いを実演しなが
ら指導していきま
した。実演が終わ
ると拍手をしてく
れます。これは嬉

しいですね。実演と説明が終わると、実際に書かせます。
でも言葉でどんなに説明しても筆はその通りには動きま
せん。そこで学生の手を取って、一緒に書きます。この
方法は有効で見違えるほど筆づかいが良くなります。と
ころが、これは腰に負担がかかります。40人の学生を授
業中に少なくとも１回は回ると、授業の後半は腰が痛く
なりヘロヘロになりながら指導するはめになります。幸
い、家内がこちらに来ていたので２人で指導することが
できました。
　実際に書き始めると、当初の質問に「経験なし」と言っ
ていた学生ですが、中国流の筆の持ち方で書ける学生も
数人見られました。中国の学生の字は、筆の先を少しお
ろして細い繊細な線で書くのが多いように思いました。
彼らにとっても、「ひらがな」を毛筆で書くのは初めて

の経験で、柔らかく流れるような線を書くのは難しかっ
たようです。
　日本では小学校の時に授業として４年間習字を習いま
すが、こちらの学生の話では学校で毛筆を習ったことが
ないというのがほとんどでした。書道は中国から日本に
伝わったもので、日本人にとっては書道の本場なのです
が、このままではどうなっていくのかなと気になるとこ
ろです。日本でも書道を習う子供は少なくなり、伝統芸
術を継承していくのは難しい問題ですが、中国も同じ問
題を抱えているようようです。

◆相模川美化キャンペーン
　～ゴミ拾いを体験し、捨てない心を育てよう～
関東地方では5月30日（ゴミゼロの日）を環境美化活動日
として統一美化キャンペーンを行っています。団体も個人
参加も大歓迎です。ぜひご家族で参加ください。
日時　5月29日(日)　AM9:00～　延期の場合6月5日(日)
※実施の有無を
AM7:30に防災行政無
線でお知らせします。
集合場所　寒川町　　
　川とのふれあい公園
　多目的広場
清掃範囲　川とのふれ
　あい公園～神川橋下
　周辺
※飲み物は各自でご用意ください。
※ゴミ袋、軍手は町で用意します。
お問合せ　町役場町民環境部　TEL 74-1111 内線 425
◆アクティブシニア体操教室参加者募集
より若く、より健康に！ 身体を動かしてみませんか。
日時　6月6日・20日・7月4日（すべて月）
　　　AM10:00 ～ 11:30
場所　寒川総合体育館 多目的室
対象　50歳以上の男女
募集人数　40名（申込み多数の場合、抽選）
参加費　全3回900円  ※欠席の場合も返金はいたしません。
服装　運動できる服装
持ち物　体育館履き　飲み物　汗ふきタオル　　
講師　(財 )日本体育協会公認スポーツリーダー　伊藤恵子さん
申込み　5月30日 ( 月 )までに寒川総合体育館受付に直接
または､ 電話でお申込みください。
お問合せ　寒川総合体育館　TEL  75-1005
◆寒川バラの会　「オープンガーデン」
『寒川バラの会』とは内海自動車整備工場さんで毎年、バラ
の季節にお庭を開放し、町のみなさんにバラの美しさを楽
しんでいただいているものです。
お気軽に足を運んでみて下さい
日時　5月21日（土）・22日（日）・28日 ( 土 )・29日 (日 )
　　　AM10:00 ～ PM4:00
場所　寒川町小谷 3-9-16内海自動車整備工場内
入場料　200円　※収益金は全額、寒川町に寄付します。
問合せ　TEL　75-6921（内海）
※お車でのご来場は、なるべくご遠慮ください。

第 26回　彩友会展（油絵作品展） 東日本大震災チャリティー演奏会

6 月4日 (土 )～ 6月11日 (土 )
※ 6月 6日 ( 月 ) は休館日です。

　湘南の風景やヨットの描画で知られる小池清文先生の
指導で、油絵を研鑽する町民サークル「彩友会」。

19 名の会員による、花、静
物、人物、風景などを描い
た油絵作品､ 約 70 点を展
示します。※入場無料
日時　6月4日(土)～11日(土)
　AM9:00 ～ PM5:00
初日は PM1:00 ～最終日は
PM4:00 まで
場所　寒川町民センター1階
連絡先　TEL  74-3829( 高橋 )
←原田孝子作品「侘助」

こんなときだからこそ大きな声で歌いませんか。
被災地の皆さんと、私たちの未来のために･･･。
寒川の地から、元気を発信していきましょう！
今回、指揮指導の上原正敏先生もソロで歌います。
日時　6月 12 日 ( 日 )　開演 PM1:00（開場 12:30）
場所　寒川町民センターホール　※全自由席
内容　上原正敏 ( テノール＆合唱指揮 )   出田晶子（ピアノ）
　寒川コール 四季の会（女声合唱）  茂内久代（ピアノ）他
チケット　大人 1,000 円　小学生以下 500円　3歳未満無料
※収益金は日本赤十字神奈川支部を通じ、義援金として被
　災地にお届けします。
チケット取扱店　ウスイ植物園　TEL 75-3251　
　俵屋　TEL　75-0932　能条商店　TEL 75-0036
問合せ　090-3435-1045  担当 / 野島（PM1:00 ～ PM9:00）

寒川文書館　古文書講座 ＆ミニ展示

　古文書講座 ～江戸時代の史料を読む～
日時　5月 28 日､ 6 月 25 日､ 7 月 23 日､ 8 月 27 日､
　　　9月 24 日､ 10 月 22 日　すべて土曜日　全 6回
　　　いずれも 10:00 ～ 12:00
会場　寒川総合図書館 ３階 会議室
定員　25 名（先着順）　資料代　600 円（初回に集めます）
申込み　5月26日 ( 木 )までに文書館へ直接または電話、
　FAXでお申込みください。TEL 75-3691　FAX 75-3758

　毎回人気の古文書講座。今回は基礎的な古文書の読み方
を学ぶほかに、安政２年 (1855) の大地震の史料をテキスト
に当時の町の様子、人々の様子を学びます。

第7回ミニ展示「関東大震災の記録」
会期　６月３日 (金 )～７月31日 (日 )※ 6/7 ～ 11は休館
会場　寒川文書館展示コーナー　寒川総合図書館 4階

　過去の震災の被害状況を記
録によって知ることで、より
正確な防災情報を入手するこ
とができます。大正12年の
関東大震災、寒川の被害状況
をパネルでご覧いただきます。

寒川村一之宮の被害（「神奈川県農会報」183 号より）

「さむかわハッピー買物券」販売のお知らせ

◆平成 23年度「さむかわハッピー買物券」販売のお知らせ
毎年好評の「さむかわハッピー買物券」が今年も発売され
ます。１冊 5,000 円で 5,500 円分の買い物ができるお得な
買物券。6月1日 ( 水 )から町内販売所にて販売します。

購入の際は5月29日から31日までにご自宅に配布される
チラシ裏面の購入券でしかお求めいただけません。

※コピーは不可。一家族
10冊（50,000円）まで。

※住所・氏名の記載も
お願いいたします。

利用期間　平成23年 6月1日～平成 23年 9月30日まで
数に限りがありますので、お早めにご購入ください。
お問合せ　寒川町商工会　宮山141-1　TEL 75-0185


