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元々は古河の小学校で眠っていたこのポスト。市役所も処分に困って

いたところ、ひょんなことから譲り受けることになったそう。 

500ｋｇもある代物ですから、運ぶのが大変だったかと思いきや、古河

の消防署の皆さんや、地元の有志たちの協力の元、スピーディーかつス

ムーズに運ばれてきました。 

局長の佐怒賀さんは、「その流れに運命的なものを感じる」と言いま

す。強い思いが引き寄せたのかもしれません。このポストはマニアの間

でも話題になっており、わざわざ写真を撮りに来て、個人のブログや HP

で紹介している人も。また、「このポストを現役復帰させよう！」との

声も上がっていて、いつかそれも実現させたいと考えているようです。 

森戸郵便局の特徴にはもう一つ、コンセプトがあります。 

それは「楽しんでもらえる郵便局」。 

郵便局によくある「贈り物のチラシ」 

などは極端に減らし、その分地元の人 

たちの為のスペースを広く取ってあり 

ます。月ごとに、小学生の作品や、 

趣味の作品などを展示しており、その場はちょっとした交流スペースに

もなっています。障害のある方の作品を展示した時は、「自分たちも頑

張らなくちゃ！」とおっしゃる方が大勢いて、「見る人の気持ちに影響

を与えられたことがとても嬉しかった」と言います。この展示スペース

は人気で、最近は順番待ちだそう。 

個人的な趣味の作品が沢山の人の目に触れるのは嬉しいこと。みんな

がワクワクできる場であることは間違いないようです。 

「来てもらい、楽しんでもらうことが何よりの喜び」と語る局長さん。 

「面白い企画があれば、ぜひ教えてもらいたい！」とおっしゃっている

姿がとても印象的でした。 

森戸郵便局長   ～佐怒賀司さん～ 
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Q：議員になられた動機は？ 

A：10 代から政治に関心が 

あり、将来は議員になりた 

いと思っていた。 

Q：一般質問、政策立案等は 

どのように作成していますか？ 

A:自分で考える。理容業の他に農家もやっているの

で、農家からも情報を得ている。 

境町は作物に適した土地なので、農作物をもっと宣

伝したい。 

Q：活動や取り組みはどのように住民に伝えていますか？ 

A：行政区の総会等で議会報告をしている。 

Q：女性の社会進出についてどう思いますか？ 

A：境町における女性の社会進出は他の市町村に比

べると遅れていると思う。地域性もあるのかもしれ

ない。PTA などでは、女性の活発な意見も聞ける。 

Q:境町の若い人に思うことは？ 

A：若い人に地域活動の場を提供する必要がある。

また少子化問題を考えると、子育て世代にシニア世

代が関わることも必要だ。 

Q：ご家庭で家事をなさいますか？ 

A：高齢で要介護の父がいるので、夜間の付き添い

や朝食の支度、洗濯もする。妻も働いているので当

然のことだと思っている。 

議員さんこんにちは♪  No7  ～渡邊昇議員～ 
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境町議会 平成 27年第３回定例会の会期日程（案 ） 

９/8  (火)  本会議（開会・議案上程等） 

９/ 9  (水) 本会議（一般質問・質疑）  

９/10 (木) 本会議（一般質問・質疑） 

９/11 (金) 決算特別委員会 

９/14 (月)  決算特別委員会 

９/1５(火) 常任委員会・本会議‘（採択・閉会）  

 

 

森戸郵便局は伏木にある小さな

郵便局ですが、大きな特徴を持つ

個性的な郵便局でもあります。 

その特徴の一つは入り口横の威厳

あるポスト。 

資料によると「明治 45 年」、

いわゆる「戦前」のものなのです

が、土台の石があり、破損もせ

ず、きれいな形を保っています。 
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  子育て支援センター（旧ふれあいの里幼稚園）を拠点に、「未就園児が親子で楽しめるイベント」を企画・運営していま

す。スタッフは境町及び近隣に住む子育て真っ只中のママたち。 

新米ママからベテランママまで…幅広い層のメンバーが、イベント参加者を手厚くサポートしています。 

イベント内容としては、年に二回行われるお洋服の「とりかえっこ」、親子スイミングや中学生との交流会などなど。 

またスタッフ限定で、セロリやトマトなどを収穫するイベントも行っています。 

スタッフの会合は月 1～2 回ペースで、その際には支援センター内と園庭を開放する 

ことも。ママや子供たちが純粋に楽しみ、仲間作りもできる魅力的な企画が盛りだ 

くさんとなっています。イベントの詳細は境町の広報や、町内各所の店舗にポスタ 

―掲示によって告知。HP ：http://skipsakai.blog.fc2.com/もありますので、そち 

らでご覧ください。 

また、参加者と同時に運営スタッフも募集中。明るく愉快なメンバーたちがあなたの参加をお待ちしております！    

 

 

境町で唯一といってもいい女性たちの問題や時事問題を本音で話し合う場であるのが 

お茶の間こんだん会です。今回はさかい女性ネットとの協同で開催しました。 

「境町の昔・今・そしてこれから」というテーマで元“境町史編さん委員”のむらき数子 

さんと“ままごと会”主催者の小久保弓さんのお話を伺いました。 

むらきさんからは明治時代の境町の財力、権限、女子教育で成績が良かったことなど。 

反面、貸座敷制度という売春の形式がなされ、女性たちへの搾取があったこと（公娼制度） 

など興味深い内容でした。 

私は現橋本町長になってからの政策を町のパンフレットを見てもらって説明しました。 

また、たびたびの選挙が無投票であることの問題も指摘しました。 

子育て真っ最中の小久保さんからは給食食材の安全安心の問題、女性の意見が反映されにくい町の状況などの指摘が

ありました。 フロアからの意見も様々で、改めて話し合うことの大切さを実感しました。  

 

 

 

日時 ： 9 月 6 日（日）13 時開演   

会場 ： とねミドリ館（生涯学習センター総和） 

内容 ： ①大石亜矢子さん（アヴェ・マリア/花は咲く他）、 

佐藤ひらりさん（みらい/アメイジング・グレイス他） 

によるピアノ＆歌唱  

②木村公一氏（骨髄提供者）による講演 

「ドナーは命のボランティア」 

チケット：1,000 円（当日 1,500 円） 

・小 4～中学生：500 円・小 3 以下：無料 

問合わせ ： NPO 法人 チーム・ユーチャリス 

☎090-2620-1092（松澤さん） 

共催 ： 古河市   協力：総和第一幼稚園  

後援 ： 古河市、野木町、境町の教育委員会や社会福祉協議会、茨城新聞社 

❤NPO法人「チーム・ユーチャリス」は 

盲導犬の育成支援と、全ての障がい者への支援活動をしています。 

お茶の間こんだん会開催     ～ 内海和子さん（寄稿） ～ 

 

 

 

 

第 3回 ユーチャリス チャレンジドコンサート 

 

 

 チャレンジド(challenged)とは、 

「障害を持つ人」を表す新しい米語です。 

障がいをマイナスと捉えず、障がいを持

つゆえに体験する様々な事柄を、自分自身

のため、あるいは社会のためにポジティブ

に活かしていこう、という想いが込められ

た呼称です。 

 

ユーチャリスの花

お茶の間こんだん会: 

第 2・4金曜日 １:30pm ～   

うちうみ事務所 

Tel.  87－1032 

 

 
親子スイミング（HP より） 
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「境町史」（全９冊）編さん事業が始まり、１０余年の歳月をかけて

刊行されました。中村さんも事務局として尽力されました。 

これら境町の史書の刊行に多く関わり、豊富な知識・資料・データを

お持ちの中村さんですが、ご自身が加藤清正にゆかりあるお家柄で、

そのことをきっかけに古文書や郷土史に興味を抱くようになったそう

です。 

現在も千葉県立関宿城博物館友の会・会長として資料研究（テーマは

「関宿藩の藩政」について）を続けておられます。 

次号の「きんもくせい」には興味深い記事を寄せてくださいます。 

珈琲 四季   ～境町 761-4～ 

 

珈琲は作り置きをせず、注文を受けてから豆を挽いてサイフォン

で淹れています。またストレート８種類、ブレンド４種類、アレ

ンジ４種類と豊富なメニューが嬉しいです。お勧めはブルーマウ

ンテン。この豆は現在希少価値となっているそうです。是非味わ

ってみてください。 

また境町の農産物とのコラボメニューとして、夏は金岡産トマ

トの「真っ赤なトマトの冷製パスタ」が好評でした。 

これからの季節は長野園とのコラボで「しょうがほうじ茶ラ

テ」は如何でしょうか？ほっこりと体も心も癒されます。 

自家製ピザの「真っ赤なハートのマルゲリータピザ」もお勧め 

です。 

自家製だから出来るハート型のピザは 

テイクアウトもできるのでおしゃれな 

お土産にも良いですね。 

TEL  ：    0280-87-0288 

営業時間：AM10：00～PM9：00 

定休日：月曜日 

船町食堂    ～旧境車庫前～ 

船町食堂と言えば老舗のお蕎麦屋さんというイメージ

だが、古くはカレーライスやラーメンが美味しい一般食

堂だった。１8 歳の時に下妻の“追分”で修業をした今の

ご主人が３代目を継ぎ、蕎麦専門店に。 

蕎麦粉は 100%国産で境町塚崎や桜川で栽培された

もの。米と違い胚芽（内）側から挽く蕎麦は時期によっ

て挽き方を変える。（１～５段階）１～２番は色を出

し、３番は香りが良いとされる。 

出汁については更にこだわりがある。鯖節と鰹節の

“本体”（極上マーク）を削り、およそ６時間かけて８０ℓ

ほど作るのだが、この保管にも細心の注意が払われる。

職人の技、味覚、プライドが旨みとなるのか。 

バスの境車庫が移転するなど人の流れが変わった事や

時の流れ（世代交代）を受けて来客や出前は減少してい

るが、毎月自作の句や詩を書いた色紙を届けて下さる根

強いファンもいらっしゃるとか。昭和 13 年発行の「サ

シマ新報」というローカル紙に載った船町食堂の広告の

コピーを届けてくれた方もあったそうだ。 

中村正己さん  ～境町の郷土史家～ 

 

 

 

 

 

電 話    ：  0280-87-0368   定休日 ：  土曜日 

営業時間 ：  AM11 : 00 ～ PM14 : 00、  

PM17 : 00 ～ PM19 : 00 

 

 

 

 

昭和 18 年生まれ。若林在住。元境町役

場職員。勤務時に「境町の文化財を守る

会」を創設、会誌を 36 年間発行し続け

たほか、「境の民話」「町史ふるさとの

歴史」などに執筆しました。 

境町歴史資料館勤務時代、境町では 

中央公民館やスーパーマスダ

のすぐ側にある珈琲「四季」。 

創業は 44 年前、現在のオーナ

ーになって１２年と境町では老

舗のカフェです。 

店内はオーナーご夫妻が選ん

だ暖炉や柔らかい照明などで落

ちつく空間となっています。 

人気メニュー 

・鴨汁せいろ 

・けんちんせいろ 

・大盛りそば 
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ワーなどが栽培されている。生産者は、現在 85 名で、

春・秋あわせてそれぞれ結球レタス 148 ヘクタール、非結

球レタス 63 ヘクタールを作付けしている。 長年のレタス

生産で確立されてきた栽培技術により、レタスの安定供給

を行っている一方で、食の安全・安心がより求められるよ

うになった昨今、平成 21 年度からは GAP※の取り組みが

始まった。（茨城県農業総合センターHP より） 

町史だより「ふるさとの歴史」によると境町のレタスは

昭和 33 年に金岡地区に住む「農業研究会」のメンバーが

レタス生産を試みたが、東京市場での評価は良くはなかっ

た。しかし、昭和 34 年伊勢湾台風の作物被害でのレタス

の価格暴騰、東京市場からの立地条件、当初の出荷時は木

箱だったのが軽い段ボールに代わったこと、食生活の洋風

化、昭和 40 年に入って米軍用レタス特需などの影響で生

産拡大した。 

 今ではあたりまえにスーパーで売られているレタスだ

が、境町を代表する農産物になったのは先人たちの、そし

て現在の農家の方の苦労の賜物である。 

編集後記  この時期は、テレビを観ていても新聞や雑誌を読

んでいても、戦争関連の特集を多く目にする。例年にも増して

目にしている気がするのは、日本が戦後７０年という節目だか

らということだけではないだろう。 

戦争が決して忘れてはならない事実であること。過ちである

こと。二度と繰り返してはならないこと。戦争を知らない時代

に生きていても、その認識は揺るぎないものと思っていた。近

年の国際環境の変化が日本の憲法にまで影響を及ぼしているこ

とに、不安を感じずにはいられない。 

子ども達が成長した時、夢に向かって邁進できる環境がある

だろうか。そのような環境を構築していくのは大人の義務では

ないのか。世界の平和を願うのは人間の権利ではないのか。言

葉では表現しようのない感情がフツフツと沸いてくる。誰も望

んでいない歴史のページを増やしていくようなことは、絶対に

してはならない。（S） 

 

材料（２～３人前）  

・真いか…1 杯   

・豚こま切れ肉…３０ｇ      

・玉ネギ…1／２ケ 

・ちくわ…1／２本 

・パン粉…つなぎ用なので固さをみて適宜混ぜこむ。 

つくり方 

① ○Ａの材料をざく切りにしてからミンチ状にして、塩コ

ショウする。 

② パン粉を混ぜこみ、俵型にしてフライパンで焼く。 

③ キュウリやトマトなど盛り付けて、ソースやポン酢な

どお好みでどうぞ♪。 

 

2015 クリスマス・クラシック・コンサート 

 

 
日時：2015年 11月 29日（日） 13:30開場 14:00開演 

会場：境キリスト教会  

（境町住吉町 248、境小学校東門すぐそば） 

※駐車場あり 

問い合わせ：0280-87-1140（工藤さん） 

  

 

ヴァイオリン 杉山優子 武蔵野音楽大

学卒業。1997 年、アメリカ・ボードウィ

ン音楽祭に参加。現在、フリー奏者とし

てオーケストラを中心に活動。また病

院・福祉施設のコンサートにも多数出

演。       
 ピアノ  木下裕美  都立芸術高校音楽

科、東京学芸大学教育学部芸術課程音楽専攻卒

業。カワイクラシックオーディション第６回ピ

アノ独奏部門入賞など…室内楽の研鑽
けんさん

を積む。

声楽、器楽とのアンサンブルを中心に活動中。

南つくばキリスト教会会員。  

一足早いクリスマス・コンサート。 

今年は無料にいたしました。ぜひおでかけください。 

境キリスト教会 工藤公義牧師 

教会ブログ http://sakaichrist.hatenablog.com/ 

 

境町の名産  レタスの話 

 

○Ａ  

 

茨城県のレタスは生産量が長野県に

続いて全国２位だとか。そして境町

は都心から 50ｋｍ圏内にある身近

な野菜供給基地である。レタスを中

心として、ネギやトマト、カリフラ 

※農業生産工程管理（GAP：Good Agricultural Practice）とは、

農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定めら

れる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記

録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動。 

時々は 言ってみたいな おーいお茶 

偶然に 生まれた性で 差別受け 

ＰＴＡ なぜか役員 男子のみ 

 

 

 


