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 寒川町の特産品のひとつ「湘南梨」。
寒川の梨づくりは昭和 31 年（1956）に
宮⼭の農家によって始まった。当初は相
模川の河原に近い畑で、⻑⼗郎と雲井と
いう２種をつくっていたという。また昭
和 51 年（1976）には、梨農家が作付け
15 周年を記念して、畑を⼀般に開放し、
梨畑でのお花⾒を呼びかけた。
                          ( 寒川町史 13 より）

梨ジャム

梨ワイン

「寒川産の梨」をジャムに加
⼯しました。寒川町内の⼩
学校の学校給⾷にも提供さ
れています。

寒川町の特産品となっている

「梨ワイン」と「梨ジャム」。

それぞれ 10 月、11 月に発売予定。

◆所在地　寒川町宮山 233-1
◆営業時間　9:30 ～ 18:00（4 月～ 10 月）、
9:30 ～ 17:00（11 月～ 3月）
◆定休日　第 3水曜日
◆駐車場　110 台（第一・第二駐車場あり）
◆電話番号　0467-72-0872
◆最寄駅　JR 相模線 寒川駅（徒歩約 10 分）

　梨の花が満開の梨畑（4月上旬）

梨栽培の歴史

⼤⽟で品質良好な⾚ナシの新品種。収穫時期は、
幸⽔よりも２週間程度早く、７⽉下旬から８⽉
上旬。糖度は１２．６％で酸味はほとんど感じ
られません。果⾁硬度は豊⽔と同程度に柔らか
く、わずかに⾹りを有する点が特徴です。

 今年もみずみずしい
梨の季節がやってきま
した。
寒川町内の直売所で
は、収穫時期の違う
約 10 種類の湘南梨を
7 ⽉下旬から 9 ⽉上旬
にかけて販売していま
す。販売⽅法は直売や
宅配（地⽅発送）がほ

とんどで、完熟の美味しい果実を販売できる特徴があります。⼈気
はお盆に出回る「幸⽔」ですが、近年はお盆以降に収穫される「秀
⽟（しゅうぎょく）」もファンを増やしています。また新種の「⾹麗（こ
うれい）」（7 ⽉下旬〜 8 ⽉上旬）「なつみず」（8 ⽉上旬〜中旬）と
いう⼤⽟の梨もあります。
 それぞれの収穫期に⼀番おいしい湘南梨
をぜひ味わってみてください。

「寒
⼯
学

湘
南
梨

寒
川
・
大
和
・
綾
瀬
・
海
老
名
の
３
市
１
町
で

       

生
産
さ
れ
る
梨
の
ブ
ラ
ン
ド

香麗 (こうれい )
梨ワイン・梨ジャムのお求めは

◆問合せ　寒川町商工会　0467-75-0185

「寒川産の梨」を使⽤した藤沢⼩売
酒販組合寒川⽀部と⼭梨県勝沼町の
ワイナリーとの共同開発商品。⼝当
たりの良いデザートワインです。

上旬。糖度は１
られません。果
く、わずかに⾹

湘南梨のお求めは

JA さがみ　ファーマーズマーケット「わいわい市」寒川店

Ｃｏｔｔｏｎ ＴｉｍｅＣｏｔｔｏｎ Ｔｉｍｅ
パッチワーク教室Cotton Timeを主宰する
岩崎 美由紀さんの作品をコラムとともに紹介します

 湘南では、ハワイアン雑貨やフラなど
ハワイの⽂化が親しまれ、教室でも夏は、
鮮やかな花をアップリケしたバッグな
ど、ハワイアンの⼩物作りが⼈気です。
茅ヶ崎市では、ホノルル市と姉妹都市を
結ぶ取り組みも進められていて、より交
流が深まる⽇も近いようです。
 ６年ほど前、ハワイに住む親友の家に
出かけたときに、彼⼥が連れて⾏ってく
れた「ラニカイ・ビーチ」は、ハワイ語

で「天国の海」という意味で、⽩い砂浜とターコイズブルーの海が本当に
美しく、⼀番の思い出の場所になりました。窓から⾒える⾵景にビーチを
描き、また再会できる⽇に、想いを重ねながら作ったキルトです。

     〜 Cotton Time  主宰 岩崎美由紀〜
教室を始めて 30 年になりました。ユニアート湘南平塚
店のカルチャースクールと、⾃宅教室で 50 名の⽣徒さ
ん達と、楽しく⻑くパッチワークを続けています。

ブログでも作品をご覧いただけます。
http://patchwork-cottontime.at.webry.info/
現在受講⽣募集はカルチャースクールのみになります
    ユニアート湘南平塚店  TEL 0463-25-0784

size　50cm× 50cm

    

№ 3　想い

　減感作治療とはアトピー性皮膚炎の治療法の一つ
です。アレルギーの原因物質（アレルゲン）を特定し、
そのアレルゲンを注射していく事で徐々にアレルゲ
ンに慣れ、最終的には拒絶反応がでない体質に変え
ていくという治療法で、唯一の根治療法です。
　治療前には二次感染の除外や除去食試験（食物ア
レルギーをみる試験）、アレルギー検査などを行わな
いといけませんが、手間がかかる分、治療が奏功した
時のメリットは大きいです。これまでは人の治療薬を動物に使用してきまし
たが、最近日本で初めて動物用の減感作治療薬も発売されました。すべての
動物に効果がある訳ではなく約７割の効果と言われています。アトピー性皮
膚炎でお困りの方は動物病院で相談してみてください。

ウッディ動物病院　
　　 小林  真也  獣医師

減感作治療とはなんですか？

どうぶつ相談室 1212No.No.

◆ ウッディ動物病院  0467-38-44180467-38-4418
　寒川町大曲 1-15-3　　駐車場／ 7台完備

　診療時間　9:00 ～ 12:00　16:00 ～ 19:00

　休診日　　火曜日　日曜・祝日の午後　

デ 動物病院

ペットについてのさまざまな疑問にウッディ動物病院の
⼩林 真也先⽣がお答えします。 

http://woodyah.wix.com/woodyanimalhospital
8 月も診療は通常通り行います。ホームページは　↓



北茅ヶ崎にオープンして 1周年。
フランス菓子を基本にし、甘さを抑えて素材
を活かすよう心がけて作っています。
人気№ 1のグランシューなど生菓子 20 種類
以上、焼菓子 30 種類以上ご用意しておりま
す。夏限定の果肉入りのゼリー、フレッシュ
オレンジとマンゴーゼリー ¥290、ライチと
ラズベリーゼリー ¥290 もおすすめです。

◆電話　0467-55-9500
◆住所　茅ヶ崎市茅ケ崎 230-14
◆営業時間　10：00 ～ 20：00
◆定休日　火曜日
＊駐車場 3台有り

茅ヶ崎、寒川のおすすめのお店を紹介します。

ショップ ナビゲーションショップ ナビゲーション

NO.4　菓子工房グラングラン

＊季節のフルーツのフェアーや、ロールケーキやプリンな
どの割引きなど、お得なイベントを毎週開催しています。

当教室は国語力を重視した「学校の授業がよくわ
かる」個別指導塾です。
国語力はすべての勉強の基礎。国語力が上がれば

他の科目の学力の底上げもできます。
当教室は学研ＣＡＩスクールのＩＴ学習に加え、速聴・読『読み解くメソッ
ド ® ことばの学校』の右脳開発・脳力開発プログラムを独自のカリキュラム
として採用しています。これにより『集中・記憶・論理・記述・読解・語彙力』
の大幅なアップを図れ、他塾では真似の出来ない学習効果が得
られます。
また、『脳力』を鍛える右脳開発プログラムは、速聴・読により、
国語力の基本である『語彙、想像力』や集中力を養うことにも
絶大なる効果を発揮します。

『学力のすべては国語力』

学研 CIA スクール湘南寒川校

＊塾長ブログ『スマイルフル』⇒ http://gcai-samukawa.com/?page_id=20
◆夏期講習 2014 受付中！　（小 1 ～中 3・高校生 )
◆夏期特別講座　「ことばの学校」『読書感想文の書き方』講座　( 小 2~ 中学生 ) 予約受付中！
◆営業時間　14：00 ～ 21：00　◆定休日　日・祝 　
◆問合せ　学研ＣＡＩスクール湘南寒川校　寒川町岡田 3-9-59　

スクールナビゲーションスクールナビゲーション

0467-53-9246

茅ケ崎ラグビースクール

幼児と小学生低学年を対象に
　　　　　　　ラグビー教室を行います。

幼稚園児、小学生、中学生まで、随時練習体験OKです。
◆練習時間　毎週土曜日   午前中　◆場所　赤羽根または中島グランド
＊8月は中学生以外練習は休みです。9/6（土）から再開します。

茅ケ崎ラグビースクール 「メンバー募集中 !」

ラグビー教室
◆第1回　8月 2日（土）平塚総合公園はらっぱ　9：15～
◆第 2回　8月23日（土）茅ヶ崎里山公園はらっぱ　9：15～
＊2回目のみ雨天時は翌日24（日）に延期
◆練習以外に水遊びや公園探検、工作教室なども行います。
◆事前申し込みは不要、お気軽にお越しください。
◆詳細　スクールホームページhttp://www.chigasakirs.net/ をご覧下さい
◆問合せ   chigasakirs@gmail.com　（担当：照井）

No.42

Sm
iletim

e
Sm

iletim
e

Sm
iletim

e
Sm

iletim
e

Sm
iletim

e
Sm

iletim
e

頑
張
っ
て
い
る
子
ど
も
達
を
応
援
し
ま
す

No.
4747

　「Aさん、元気？　就職先は決まった？」『はい、元気です。今は、日本企業の
下請けの会社で通訳をやってます。日本から来た技術指導員の通訳です。本当
は観光旅行で日本に行く人たちの添乗員をやりたいんだけど、どうなるかな。今
の仕事はアルバイトのつもりなんだけど、採用のための見習い期間になるかもし
れない。』「クーデターの影響はあるの？」『仕事については今後どうなるかわか
らないけど、バンコクは静かになっている。平静になったのは良いことかどうか
はわからないけどね。以前は政府派（タクシン派）は嫌いだったけど、選挙で選
ばれた政府をこんな形で倒すのはどうかなと最近思う。だって、反政府派の人た
ちは軍が介入してクーデターを起こす事を期待して政府機関を占拠したりしたん
でしょ。議会を解散して選挙をやり直そうとしても拒否したでしょ。これってやっ
ぱり民主的じゃないですよね。』「でも、バンコクの人たちは反政府派が多いんじゃ
ないの？」『でも、デモに参加している人たちがお金をもらって動員されている
のは、みんな知ってるよ。以前は多くの人がタクシン派の汚職に反発していたけ
ど、汚職はどちらも同じです。タイでは公務員に裏金を渡さないと何事も進まな
い体質なんです。恥ずかしいね。』
　Aさんは７年前私がバンコクで日本語を最初に教えた学生（当時中学３年生）。
大学４年生の時、留学生として日本に１年滞在し、この２月に帰国したばかり。
一度外の世界を知ると、これまでと異なった視点で自国を振り返ることができる
ようですね。私もタイに滞在中タクシン首相がクーデターで倒された時のことを
思い出します。憲法が停止になり、選挙に強いタクシン派を多数派にしないため
上院の多くの国会議員を国王の任命制にするなどとした憲法が制定されました。
それでも、インラック（タクシンの娘）が首相になったのです。外国の情報を容
易に手に入れることができる現代、軍によるクーデターの下でも中産階級を中心
に国民の政治意識の変動が起こっているのを感じます。

Letter  From  ASIALetter  From  ASIA さむかわ国際交流協会会長
八坂眞司さんによるコラムの連載です

◆著者プロフィール
八坂眞司（やさか・しんじ）
　2003 年 3月、寒川町立旭小学校校
長を退職。翌年イギリスに渡り現地の
小学校で日本語や日本文化を教える教
育活動に携わる。
その後タイの高等学校、中国の大学に
て日本語教諭として活動。
2013 年 7月帰国。今年 5月さむかわ
国際交流協会会長に就任。

ベビマ＆リトミックとお歌の会
赤ちゃんにはお母さんの声が一番の安
らぎでもあり重要なコミュニケーショ
ンです。親子でお歌を楽しみましょう。
◆開催日時　8月 8日（金）
　10：00 ～ 10：50　※基本第 2金曜
◆場所　ミュージックサロン　フーガ
　茅ヶ崎市みずき 4-15（駐車場あり）
◆対象　生後 3カ月から 1歳半位まで

◆参加費　1,000 円　◆定員　6 組
◆持ち物　おむつ、バスタオル、水分
◆問合せ・申込み　
ミュージックサロン　フーガ
TEL：0467-84-7817（担当：山中）
メール：tasto_piano@ybb.ne.jp
お子様の名前、月齢、交通手段を明記。
◆ウェブサイト
http://www.omisejiman.net/fuga/

イベント情報

アジアからの手紙　NO.2

　

　湘南ベルマーレ  TEL：0463-25-1211
　公式サイト　http://www.bellmare.co.jp/

◆これからのホームゲーム予定
7月 26 日（土）19:00   カターレ富山　
8 月 13 日（日）19:00   ジェフユナイテッド千葉
8 月 24 日（日）19:00   ジュビロ磐田

福岡 将太　DF No.28
1995/10/24　東京都西東京市出身　180cm/68kg
実践学園高校時代は 2年時に全国高校サッカー選手
権に出場、3年時には主将を務めた。2014 年、湘南
ベルマーレ入団。ニックネームは「ふくちゃん」。

Shota FUKUOKA

　今季入団で、まだＪ 2リーグでの公
式戦出場経験のない福岡選手。「もちろ
ん試合のメンバーに入ることが目標で
す。でもその前に日々の練習のなかで
全力を出し切り、やるべきことをしっ
かりやって心身ともにチームメイトか
ら信頼される人間にならなければいけ
ないと思っています。高めたいのは身
体を張って相手の攻撃を防ぐプレー。
ゴール前や球際でのプレーは、まだま
だ成長できる部分だと思います。
　プロ選手としての責任は、高校時代

とはまったく違います。チームに迷惑
をかけないように、常に自分のベスト
な力を出せるのがプロなので、チーム
の先輩を見習ってがんばっていきたい。
失敗して落ち込むこともあったけれど、
しっかりと切り替えができるように
なってきました。家で中澤佑二選手の
本を読んだりしてモチベーションを上
げています」。明るさと真面目さを持ち
合せたキャラクターが、ピッチでどん
なプレーをみせてくれるのか、おおい
に期待したい。

お問合せ・チケットの
　　　　　　お求め方法は

人間性を磨くのもピッチに立つための条件


