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シンボルは、はなみずき
Ю窖j嗓戳腾叉跨胆萝g雏啼SЯǔ溪商
码kf{VI腾叉齿ě销襟贫г劫萝贫Ю
娠层认江Я齿贫г墓巫墅骆拟èùHЯ箕
恳趴碌S[а臣沉句乃kЯǔ酥剿酣叭摆
ザ」・「フォンテーヌ鷺沼」・「シニアヴィラ
缄揽ùò臣沉Sb@ī鞠搭它洁厅潦ǔ较
j两它洁搭ě销襟贫г娠层认江èùcUа
Ю3 闺 15 腮ě高èj吭沪梳学搭gkЯ
病笋码肩窖贫òkT}募Kj襄送j铁á
墩沟狙H蒋叙Sb露匿g谎ōí[а掠@

喘缉j坝氨颁f 2 旦棍b齿救Я淡唐紊g
はシンボルマークの「はなみずき」が描
Gíb@īаkf{VIj肆巫H泠@l
かりの新緑の葉をつけていた。
Ю雇喊酮Gf洛碌d链谋j洛碌Я粒掺H
21 潦ě署漓竿钝|èdЯ0 纪仅Gě 5
纪仅zc 6 ɡ摆蔼c 60 潦ě歧掺èj齿
児が集う。保育時間は午前 7 時から午後
6 禁zcЯ腾弘狙j襟理ò韶械S[翅贫
保育も午後 8 時まで実施している。同園
j位浪习襄ò娠层销襟贫kЯǔ皋Kò蝎
íī溪商码k盘插tj玻赔Яkf{VI

は、ひびきのよい好きな花」と、語る。
Ю皑颁巴败跋шɡjǔkf{VIùgkЯ
明るく元気いっぱいのこどもたちへの優し
い思いが込められている事を知りました。

出会いと喜び
Ю4 闺 1 腮ě闺èj塞齿经H咖ōèЯ伪
d厄突g望][齿碌靛H教z_[а墓巫
齿贫kЯǔ塞齿队~f@积kЯ粪@b@
[齿仅~箕k劳舵c翰贰g碌靛Sb@īа
腮хj芦贫g峨oò冻TzUùdЯ牙U
表情には優しさが溢れていた。また「泣
いている園児も、外遊びになると笑顔に
なる。こどもは外が好きなのですよ」と、
贫涩j雇喊ò钝ū\航弦g覆Děí[а
Ю墓巫齿贫gЯ齿冗ò裁冗Sb@[\@
[аǔ腾叉铁寥ùdǔ腾叉销森ùH鼓N
b>ī汗墩疤ш败j唐紊kЯkf{VI
d酥剿桨ò坝安ш捌gS[匿If蔼胺颁昂
グラスの窓がある。年齢別に分かれてい
ī腾叉竟Я塞è胡gkɡ摆蔼位j塞_[
絵プレートがかけられている。廊下には、
ɡ摆蔼Pdg沥泰MQí[投较áF雀割
箱がきちんと並んでいる。ユニークな発
秘c碌zí[Яǔ鳞款挨ш盎шùk潦贰
H贿@d侥_[аYíkǔOe~kЯ付
@跨á阔Q@笋喘H虎IfjcUùdЯ
経験から出たものでした。まだ出番を待
つているプール、夏の季節には元気な声
H蜀o猴BOdcSēBа腾叉竟冗kЯF
盆怜j禁队c筒ěc息SK酣炬ī洛碌а
F盆j力襟陪cЯ胺ш扒败g蝴G@谎反
éK力ub@ī齿仅dЯgOáGf撕理c
F隆牙Sb@ī洛碌а血垂g呛ěí[ǔ匠
俭跋按叭ùkЯ洛碌j剧司Ic息SQH
gT{客b@zS[аYūf微刑H[KQ
ん詰まった保育園です。
Ю涩队j谎襟虾歧~伐罗g讳ōWb募忌
g门zíb@īа谎襟j查`nd`H衅I
皆@客dSb搅īOdcSēBа犬齿ck匿
伦fOdd溺SbЯǔ贿许狙猴蝎ùЯǔ力叉靛
動」、「異年齢交流」を掲げている。どれも

HF很@j帘僚福g癸áGf芦贫ò剁B
匿If惨肪ò~_b@īаǔ贿许狙猴蝎ùg
`@bЯ墓巫齿贫kЯǔ齿仅d贿许狙H禁
間を共有し、園児はたくさんの事を教えて
~ě@Я贿许狙k翰贰H~ěDī匿伦f禁
間です」と、話す表情に笑みが浮かぶ。地
插á犬搭H臣沉Sb@ī汛潦疤ш把dj
歧儿千f猴蝎ò底S{gSb@īаЮ
Ю
熱い思いを胸に…
Ю链谋j码镩改较洛碌ě腾叉剿èkЯǔ蜕
海道の実家が、ピアノ教室を開いている関
沟cOe~d查狂g缝īOdj峨oò潘èЯ
昧涕H劫萝gF隆牙gf_b@b贿许狙
d~猴蝎Sb@īd鲸泰~嘻Qí[аOjé
Bf读釜Gě腾叉剿j雀ò莽ū\ùdЯ帘
境を教えてくれた。これからの抱負につい
bЯǔOe~[]d查狂g芦贫SbЯ剧唾d
fíī腾叉剿ò钨秸Sb路燎S[@ùdЯ
話す表情は輝いていた。
Ю查纪仅ɡ摆蔼gF隆牙gf_b@ī腾
弘狙kЯǔ胆萝Sb查扮闺驶H崔JéBdS
ていますが、通い始めた頃は泣いていて
体調を崩すことも多く、親としては仕事に
集中出来ないこともしばしばでした。しか
SYūf腮хòKè逃SfHě箕k垃SV
`ɡ摆蔼g洞íЯéK劳舵ò酣WīéBg
なっています。同園は設計の段階から、そ
íZíj涩许á芦贫g雏T[棍抬摹èò
したことを聞き、新設という部分だけでな
@袄ш昂千f微刑H>èzUаz[Я洛碌
铁~息SQj陪g矮傲按d蔼肮拜ш肮g
航_b@[\KOd~>èЯOe~jOdò
真剣に考えて下さっていることを感じてい
zUа箕衡~éè衅@腾叉齿茧èg弗刑客
襄īéB腾弘狙dSbǖ刑ǘò讳ōWb@I
[@d皆@zUùdЯ撩j帘釜ò洪īа
Ю醇d~媚炉ěS@ǔ{ūfH康zī匿I
fF磁ù\ǐBаЮЮЮЮě痰г铝熙芽墅è
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「第１５回響け！みやまえ太鼓ミーティング開催」

「大山街道を歩く」
Ю情符г掠坚恒武Gě匿桨桨品zcЯ帽谎契勿 82-
/ò┲答g泰Mb疤颁肮g踢KЯǔ匿桨刀雀ò踢Kù~
24涩侵c┬答钨j究劫dfèzS[а
Ю箕涩~ 27 潦j蒋蠢ò@[\IЯ硷涩j┳闺 26 腮
g蔼鞍ш肮SЯ寄咖答kЯ┯闺┲腮j呆炉j陪
実施しました。ゴールした後は、伊勢原駅で懇
親会を実施しました。
Ю箕答尾襟帽┲答ò分{fK董踢Qí[铁
は、昨年の２倍以上の 16 名で、完歩者に
は完歩証を授与させていただきました。
Ю蒋蠢狙j丹QzЯF叔í鲜cS[а
ЮOjǔ匿桨刀雀ò踢KùkЯ25 涩侵~胆悸
予定です。

Ю菱鸟j炼c欧烂
IòSb@ī炼潦Q
んから記者あてにお
陪翰cэUа
Ю把ɡ稗癌Я阑x_
KèЯ想从碌Я炮j
炭です。
ě瑚衔е牛开Я净贰
取り）

「水沢森人の会」から贈り物！！

ǔ菱鸟j炼ùk焚铆稿菱鸟d楚耸窖铝弦稿dj釜g>èЯ柳碌型盘d
Sb睬铆Gě撩Szíb@īǔ情盘稿ùdЯ小桨济碌ò钨千dS[ǔ禄
盘稿ùj┬`j稿插GěfèzUа猴粕猩j募@俩剧或码雀薛Gě
垃 S 躇 z _ [ 鲸 冒 j 酮 G f d O ǐc  U а

Ю唾姐铆汇ě13 汇ègbЯ藩假宏èH>èzS[а
次のとおりお詫びして訂正します。
┫八ш癌ě宏è颊渠痰戏Qūㄩě虏è颊渠痰嗽Qū
２ページ（誤）５名の役員→（正）７名の役員
３ページ（誤）板津正且→（正）板津昌且
４ページ（誤）044-855-3133→（正）044-856-3133

園児を見守るはなみずき

「いただきます」と、お昼の給食時間

みんなが集まる大きな家の正面から

今日も元気に明るい笑顔…
スタッフの皆さま

有馬川
はなみずき保育園

平成２５年８月２４日 （土）
第 1 部 14 ： 00 ～ 17 ： 30 宮前市民館大ホール
第 2 部 17 ： 50 ～ 20 ： 00 宮前区役所市民広場
【料金】 無料

１５回目となる今回は、 宮前区に伝わる民俗芸能の演舞をオープニン
グセレモニーとし、第１部ゲストに 「和太鼓 祭音＆平間わんぱく少年団」、
第２部ゲストに 「無限」 をお迎えするなど、盛りだくさんのプログラムとなっ
ております。
もちろん地元の和太鼓団体の演奏や、 恒例となりつつある 「宮前ねぷ

た」 や 「荒馬踊り」 のお披露目もあります。 また、 お子さんと一緒に
参加できる太鼓体験コーナーや浴衣着付けコーナーなどもあり、 どなた
も楽しめる内容となっております。 皆様、 ぜひご来場ください。 ě情溪商 5-23-43è

「宮前区内の盆踊り」
Ю┱闺Gě 8 闺gGMbЯ稿冗勿 50 匆跨c蛙现èH
開催されました。

区内約50個所で開催、一緒に踊りました！！

有馬町会盆踊り（去年）、有馬中央公園にて



Ю艾拜唉码肩山概弗犬门讳嘿吾ò
竿}ī阔埋查逊QūgkЯ碌党ò
かけてきた農業への思い熱く、深い
ものがあります。前号で、宮前区観
呼弗搭j萝笑j雇槽d箕衡j架è
铁g`@bǖ颁鞍澳爸шSzS[HЯ
YjfGc阔埋嘿吾H吾ōV洪_
[Яǔ阔埋擒池痕窿ùò`Kè\U
までのご苦労に深く感銘をうけまし
た。次の通り、紹介いたします。

┫вǔ阔埋擒池痕窿ùj壤贫
Юǔ阔埋擒池痕窿ùdkЯ鼓假旧良
jdFèЯ腮漓千g施吮喘á蔼ш
奥шcF钨gGGī潦蒋cUа擒
篱c~嵌醛g炭rЯ沥矛áGfЯ
堵威H>èЯ碌zc~墅威S@潦蒋
について、冬の寒い時期には、こ
れまで温室栽培で作られているのだ
ろうと思っていました。
Ю贷衅狙j位ò钉S[潦蒋Яǔ阔埋
擒池痕窿ùk奈顶陋g息í[擒池
饲眷cЯ錾涩冗Gě 3 闺zc窥{垃
fK贫儿队菌堤cIī坟畸陋j饲
眷Я鍪缉贫 17 鲽Я俩笋j撒艘I衅
K耻区咕Я鏊棱抬啸H贿K╀э┿锋
が７割以上の多収品種であり、そ
j椒{j撩HЯ努>ǐBЯ阔埋嘿
問だったのです。農業関係者の間
ckЯ潘ěf@潦k@f@jcSē
うが、本紙の観光情報取材記者は
3 潦d~Yíò潘ěVЯ阔埋嘿吾G
ěǔ阔埋擒池痕窿ùò隆g\Uzc
の経緯、その御苦労を伺って初め
て知り、驚きと感銘を受けました。

２．20年にわたる改良、研究の成果
Юǔ阔埋擒池痕窿ùH隆g敏è客Q
í[jk拦芽 42ě1967) 涩Я阔埋
さんが 37 歳のときでした。顧問は、
終戦直後からそれまで 20 年間にわ
たり、気が遠くなるほどコツコツと

Ю┱闺gk溃嵌搭j敬瞎艾ш败H教zè猴级
墙g较伏宁j剁@襟ò款@[匿I@敬瞎利è
H棍]靛贰aIzUа佰拜шc查采gfíz
UéBgЯF高晋]gfè[@Яǚ败肮摆跋颁
gfè[@ЯF肃Qū{[@f墅厦揭gfè
[ @ Я 赏 息 g f è[ @ ā              ě 痰 г 翘 桃 动 墅 è

改良に改良を重ねて完成させたの
ですが、どのように改良していった
のかを、次のようにお話して頂きま
した。
Юǔ贷衅墙k┬`Я┫`k潦蒋j缉
の肩の部分が地表から出ると、その
笋泰k顶Qc氨耙gfè力衔g签Q
なくなるので、その部分をカットし
b潦蒋ò芯销WRīò冉fG_[а
Ю骇j笋泰zc囤Pd力UīéBg
UīgkЯ骇j笋泰~亲H熟īéB
gfílé@аYOc钨ò艘M[j
HЯ榴k垃f@HЯ骇zc亲ò熟_
[潦蒋HcIījcЯYj潦蒋j眷
较Gě鲸冒猴渐gé_b铭áSb@
Kа~B┫墙kЯ潦蒋j俩笋k滤k洛
端が尖った逆円錐形でしたが、これ
~犬鲜g俩笋j撒艘Ijé@耻区
咕j潦蒋òЯOí~鲸冒猴渐c铭á
していく。こうして20年かけて改良に
改良を重ねて現在、皆さんがお馴染
{jǖ阔埋擒池痕窿ǘò`Kè>Nz
した」

３．名称登録証を授与される
Ю拦芽42涩1闺22腮Я阔埋Qūk山
行匿晾GěЯ山椒眷肆厅腻9里j珐
歧géèЯǔgūTū阔埋擒池痕窿ù
の名称登録証を授与されました。そ
の名称登録証の授与までには、登録
梁戮衡Я阔埋QūH贷衅S[潦蒋j

眷较HЯ帽活j山行诫喊篱c3涩
队Я诫喊继哨QízS[а情符匿嫡
の東京駒場にある農学部でも試験
继哨QíЯ桨肩江湃覆觉j涟挤ò掘
けました。こうした試験栽培の結果、
合格し名称登録証を授与されたの
です。
ЮOBSb阔埋QūH贷衅S[ǔgū
Tū阔埋擒池痕窿ùj眷较kЯ帽活

で販売され、普及していきました。但
SЯ顶Qg脯@潦蒋dSb贷衅Qí[
品種なので、名古屋以北では栽培に
適したが、それより南では栽培に適
さない。東北や北海道の寒冷地で
は、恵みの野菜となったのです。

┮в顶嗅盘坞甲j息泅碌
Ю位浪峭鸭雷j峭鸭儿队ě犯课f
どでいう「特許」有効期間）は 5年、
YíH崔Jīd查谜Я位郝喘睬蜕

j帽活t宿纷Sb箕腮g界èЯ汉架
eOj施吮喘j嵌醛á蔼ш奥шj坞
甲舍è篱c~钨gUīéBgf_b
います。
Ю箕腮Я疵坞甲~擒j嵌醛g炭oЯ
季節感がなくなっています。それら
は殆ど温室栽培によるものでしょう。
温室内の温度を維持するため、膨
匿f锹贰泅jü熬败ǹшH览暑Q
íb@zUаYíg抒uЯǔ阔埋擒
池痕窿ùkЯ顶Qg脯KЯ炊竟继哨
の必要がありません。省エネ野菜の
息泅碌c~>ījcUаǔ阔埋擒池
痕窿ùg`@bkЯ碌椒狙j铁х
には周知のことでしょうが、私を含
め消費者は、寒冷に強い野菜であ
ることなど露知らず、冬場野菜の恩
估ò掘Mb@zUа贷}b阔埋嘿吾
の功績に感謝したいと思います。
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮě痰г谱层俯è

「小泉冬越五寸」
誕生秘話

ステージにはあの看板が…

■ベーカリーアデレードЮЮ
Ю沉概禁队Ю10:00 эЮ舍è伦í近腻咖懈а
Ю30 眷j剧茧è奥颁H炭ūc@zUа奥颁碌盘
gk皑柏ш肮凹颁啊Я摆ш昂k查伦脚ōVЯ蜕怠
雀é`弦傲鞍шò脚衔Sb@zUаGx]ā奥
颁120耻Я谓慕癌霸ń150耻Я鲸磁潞ɡ佰ш把[_
sè塞_[ɡ佰ш把奥颁 140 耻dF剧积淳登c
15:00 時頃には売り切れです。
Ю米甲奥颁Я簇较奥颁H炭oF@SYBаeí
g S éB G f э 慰 _ ] āB  岦
ɑш盎шj放肩QūGě查航гггЮЮЮ
匿涛fOd~募@cUH奥颁茧èH匿虎IcUа

ㄢ剧摹è特求Ю峨募铁喘ЮЮЮ
Ю瓷抬Я威骯烤艘c帽饲┯┪┪耻cUа
Ю句甲耙凹爸шk烂I辐Я疚辐Я撒芯销Я
揚げ物とお弁当の種類が多いです。
Ю唉傲j威骯疚гfU岘}疚feЯzQg
おふくろの味、煮物は全て別々に煮てから
盛り付ける細やかさで美味しさ満点です。
Ю帽笋g艘@bKīḿ按叭g塞_[威骯烤
j割kdBqг娠甲гiJc剧茧è饲cUа

■上原どうぶつ病院
Ю拳抬k舵ò酣īd苗剧ò虎Ifj

か、怖がって
いるのか推察
はできます。
匿襟fOdk
骸á瑟jYj
時の要求に、
こちらが合わ
せてあげるこ
と。逆のこと
をすると警戒
帘ò脯}īO
とになります。
骸k巴蔼g炕
う習性が有り
ますが、猫に
はその習性は

ないので仲良くなることです。叱って
どうなる動物ではないのです。

谬塑j昂佰肮败洛碌

■ぞうしき理容店
Ю@`~查儿查搭j贰晋]ò匿伦gггг
Ю盘翰j潦[]jF废QūH募KP嗽记j
F潦叹cUiа绢威k戚èd菱免c辐ò叉
bīOdа菱鸟j炼Я犀菱华篱j判g罢跋笆Я
}\Gj乓辐Я哀佰ń凹ò歧儿千g塞íb
Kí较伏宁j姑@j篱aKèg弗刑Sb@[
だいています。
嵌句Gě查航ггг
Ю剧ò时Gf@犯课d唉ш澳蔼c胆嵌Sb
40 年です。

ㄢ┬坯钨jáUěJЮ{éSЮ
沉概禁队Ю
盆j笋 13:00 э 17:00
Ю昂佰颁ɡЯF簇较艘c┯┪┪耻
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寒冷期の優等生野菜

「にんじん小泉冬越五寸」の名称登録証

「小泉冬越五寸」の種子の缶詰
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