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丘の上に佇む浅海八幡宮 

散歩道（５）手乞坂・二つの六地蔵  

 手乞坂(てごいさか：通称てぐりざか)には2メートルを

超える大きな石に刻まれた六地蔵があります。そこに

は、禅林地蔵、無二地蔵などそれぞれの名前が記さ

れ、六道輪廻の苦行から手にすがらせ極楽浄土へ救

うとあります。また、合掌して救いを乞うことから手乞坂

と呼ばれ、ことばのなまりから「てぐい坂」や「てぐり坂」

と 呼 ば れ

る よ う に

なったよう

で す。  こ

れらは、道

路 整 備 を

期に平成

4年、手乞坂墓地関係者

により再建供養されまし

た。 

 「再建」の言葉が示すよ

うに、坂を20メートルほど

下り、右手に入ると古くか

らの六地蔵があります。 

 こちらのお地蔵様は、

大きさや姿形、表情がばらばらですが、素朴な表情を

見せます。背面には「童子」と彫られていて、幼くして

亡くなった子どもの供養や、身代わり地蔵として納めら

れたものかもしれません。願いが叶うとして、お参りを

する人も多かったのですが、10年ほど前に1体が盗ま

れ、現在は5体となってしまいました。 

雨にも負けず！ 納涼祭開催 7月29日(日)、笠懸町第三

区公民館において笠懸町第

三区納涼祭が開催されまし

た。 

 模擬店ではビール・ジュース

などの飲み物の他、赤飯や餃

子、焼きそばにチョコバナナ

など様々な料理の販売が行

われ大変盛況でした。 

 催し物も子ども八木節や大

人の八木節、サンバを招いて

軽快なリズムと華やかな衣装

の踊りを楽しみました（写真）。

その一方で、台風12号の影響

か、準備の時から雨が降った

りやんだりを繰り返し、それは

祭りの時間帯も続きました。強

い降りになった時には来場者

達も模擬店のテントの下に逃

げてくるような状況でした。雨

の影響で舞台の進行にも影響

が出てしまい、地面がぬかる

んだことなどから民謡踊りは中

止となってしまいました。 

 笠懸町第三区の納涼祭はこ

れまでも雨に降られることはあ

りましたが、不思議と中止になったことはありませんでした。こういった

苦難を乗り換えて地域が一丸となって続けてきました。今後も引き続

き皆が楽しめる祭りを続けていきたいですね。 

ショッピングモール工事開始 
 アピタ跡地に計画されている大型

ショッピングモール「アクロスプラザ笠

懸」の造成工事が7月2日(月)から始まり

ました。 

 大和ハウ

ス 工 業 株

式 会 社 の

企画で、運

営 は 大 和

ハウスの関連企業の大和情報サービス

が行うもの。 

 新たなモールは食品スーパー「フレッ

セ イ」を 核 テ ナ ン ト と し て、眼 鏡 店

「JINS」、回転寿司の「スシロー」、美容

室「EARTH」、１００円ショップ「セリア」、

ドラッグストア「ウエルシア」、介護サービ

スを手がける「孫の手・ぐんま」が出店す

るほか、桐生信用金庫のATMや宝くじ

売り場も店を構えます。このほか、耳鼻

咽喉科の医院や、コインランドリー、コイ

ン精米所も計画に含まれています。  

 また、当初出店が予定された蔦屋書

店が出店を見合わせたことを受けて、24

時間営業のフィットネスクラブ「エニタイ

ムフィットネス」、靴店の「シューマート」、

衣料品店「バースデー」の3店舗が出店

します。 なお、平成31年3月から 一部

の店舗が営業を開始する予定です。 
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やよいひめ 誕生物語 (２） 

イチゴの品種改良は海を越えて    

 今から２８年前の話になる。群馬県では海外から野

菜、果樹、花などの優れた特性をもった品種を導入す

る事業を立ち上げた。導入した品種を利用して県オリ

ジナル品種を開発、普及することにより農業生産に寄

与する事業であった。 

 その中の１つにイチゴがあった。当時、県内で栽培さ

れていたイチゴは栃木県で開発された「女峰」であっ

た。園芸試験場でイチゴを担当者していた私は、上司

から品種改良の素材として海外から優れたイチゴの品種を導入するように指示された。 

 ちょうどその頃、アメリカのカリフォルニア大学デービス校では海岸に自生している野生の四季成りイチゴを利

用する大規模な育種を行っていた。学生時代の恩師が同大学へ研修に行っていたこともあり、つながりもあっ

たことなどから、私はカリフォルニア大学の優れた四季成り性イチゴを導入し、それを本県のイチゴ品種改良に

利用して群馬県内で年間を通して収穫できる四季成り性イチゴの開発を提案した。それが認められ、カリフォ

ルニア大学から導入することとなった。 

 カリフォルニア州のイチゴは露地栽培で６月から本格的に収穫が始まる。その時期に合わせて、上司２人と成

田空港を飛び立ち、サンフランシスコ空港に降りた。その後、ロサンゼルス空港から帰国するまでの１２日間、

西海岸カリフォルニア州に滞在した。 

 その間、大学の教授から品種改良に取組む際のアドバイスを受け、ワトソンビルにあるカリフォルニア大学の

イチゴ品種試験農場を視察し、導入予定の品種を調査した。毎日夜になると日本の職場の上司に電話で状況

報告を行った。緊張のためか、隣の栃木県にいるような気分であった。カリフォルニア大学と契約を結び十数

品種を本県に導入し、本格的にイチゴの品種改良に着手した。 ≪つづく≫ 

まつり点描 

 たらいに水を張った

「たらい神輿」は三区の

名物。炎天下の中で、

子どもたちは競って水

を浴びます。       

 まつりが現在のかたち

になった当時の岩野順

区長の「子どもをただで

遊ばせてやるべえ」の

一言で始まった子どもま

つり。 

 ヨーヨーつりやストラッ

クアウトなど様々なゲー

ムに多くの子どもが集ま

り、公民館には歓声が

響きます。 

 親老会の人は自分の

孫のように子どもたちを

見守っていました。 

異常気象時代来たる 昨年12月以降、強い

寒気が断続的に日本付近に流れ込んだため、寒い

日が多く桐生市観測所では12月最低温度が氷点下

となる日が21日ありました。今年１月から２月にかけて

もシベリア東部に蓄積した非常に強い寒気が日本付

近に流れ込み、全国的に寒波と大雪に見舞われまし

た。桐生観測所では12～２月にかけて平均最低温度

は12月0.5℃、１月－1.93℃、２月－1.6℃と毎月氷点

下と、数字の上でも記録的な寒い冬になりました。 

 ３月に入ると一変、急激な気温の上昇により、平年

より10日も早く桜が開花したり満開となりました。東日

本の３～５月の気温は統計を取り始めた1946年以降

最高を記録しました。梅雨明けも６月29日と過去最も

早く、そのまま７月の猛暑に突入しました。桐生市で

は７月23日39.9℃と観測史上最高温度を記録し、ま

た35℃以上の猛暑日が19日と最多記録を更新しまし

た。 

 この異常気象は８月に入っても続くと予想され、動

けない農作物の生育や品質に影響がでています。

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）によると

100年で平均気温は1.2度上昇し温暖化は間違いな

いと結論付けました。記録的な厳冬と猛暑は今年だ

けの事と考えないで、温暖化による異常気象は確実

に進行しており、それに対応した防災や健康管理な

どを考える時期が来ているのではないでしょうか。 
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さんくすがインターネットでも見られます。http://sannkusu-kasakake.com 

区民グラウンドゴルフに参加して 
  三区と福祉部の共催による区民グラウンドゴ

ルフ大会が６月２日（土）午前９時から、11時ま

でのおよそ２時間、あすかホールグランドゴルフ

場で行われました。 

 男性２６人女性１４人、合わせて４０人の参加

でした。当日は晴れて気温も高く、まめに水分

補給をしての競技になりました。好プレーも多く

ホールインワンも男女合わせて１６本もでまし

た。 

 結果は男性の優勝は吉原猛さん、準優勝は

山洞信之さん、３位は小山明さん 女性は優

勝、武井トミ子さん、準優勝は丸本スミ子さん、３

位は石坂ヨシ子さんでした。初めてのグラウンド

ゴルフ体験でしたが、みなさんの元気に励まさ

れて楽しいひと時を過ごしました。 

笠懸町子ども会球技大会 善戦！ 三区 ５位 

 6月10日（日）に笠懸中学校体育館で、今年で60回目となる

子ども会夏季球技大会が開催されました。 

 三区からはドッ

ジ ボ ー ル の 部

に、2年生から6

年生までの合計

12人が出場しま

した。 

 当日は、出場

した5チームの

総当たりリーグ

戦でした。高学

年は１チーム10

人 の 競 技 で す

が、三区の人数は9人でしたので、不利な状況からの試合でし

たが、接戦も多くあり4月からの練習成果を発揮して出場選手

も頑張っていました（写真）。 

 育成会の鈴木副会長は、「新チームで最初の大会でしたが

子ども達も頑張って素晴らしい大会でした。秋季大会は3位入

賞を目指し、育成会役員も手伝っていきたい」と抱負を語って

いました。ドッジボールメンバーも随時募集しているそうです。 

青パト総会と感謝祭、委員長に赤石さん 
 6 月 24 日（日）

笠懸町第三区安

全安心推進委員

会の平成29年度

総会並びに感謝

祭が三区公民館

で 開 催 さ れ ま し

た。 

 大須委員長の

挨拶に始まり、来

賓として須藤昭男みどり市長 新井笠懸交番署員、笠懸東小

戸崎校長、南中学校桑原校長様方から、「全国的に不審者に

よる登下校時の不幸な事件が後を絶たないが、当地区におい

ては結成以来10周年を迎えた青パトが地域の犯罪抑止力とな

り安全安心に大きく貢献している」と言った旨の発言があり、日

頃の活動にお礼と感謝の挨拶をいただきました。 

 総会については、29年度パトロール実施状況報告として、実

施回数122回、実施人数334人、走行距離は2030kmと小さな積

み重ねが大きな活動成果になっています。 

 また、承認されました新役員は次のとおりです。委員長／赤

石晋一、 副委員長／藤生吉雄、会計／赤石康一、顧問／大

須武夫・岩野一 

 総会終了後はバイキング形式の感謝祭が行われ、実施者の

労をねぎらいました。写真：挨拶をする須藤市長 

子ども八木節教室開講 31人参加 
 5月11日（金）に、三区子ども八木節教室の

開講式が行われました。小学2年生から6年生

までの31人が参加し、三区納涼祭や笠懸まつ

りでの披露に向けて練習がスタートしました。 

 三区八木節愛好会の方々が講師として、お

囃子や踊りを教えています。今年から初めての

参加や担当楽器が変わった子ども達でも、数

回の練習で覚えることができているようです。関

係者は、「おまつり披露の当日に、子ども達の

揃った演奏を楽しみにしてほしい」と話していま

した。写真：練習に励む子どもたち 

微妙な傾斜や砂を読むのがポイント 
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ちょっとピンぼけ  

  近頃は花木を育てるガーデニングブームが起きて

いる。休日ともなれば、ホームセンターなどのガーデニ

ング関連の売り場は押すな押すなの賑わいだ。聞くと

ころによると、プランターや鉢花苗、大きな植木も売れ

ているそうだ。 

 今年から区の仕事を引き受けた。回覧物の配布等で

各家庭を回っていて気が付いたことは、プランターで

花を育てている家がとても多く見受けられことだ。 

 色とりどり花達を見て訪問先の方と会話していると、

とても気持ちが和んだ。 

 ストレスに弱い自分にとってこれ幸いの「お・も・て・

な・し」と感じた。美化運動が叫ばれる中、何ができる

のかちょっと考えさせられる訪問だった。 

東小学校の田植え 
 ６月１４日（木）午後２時から約２時間、東小学校

近くの水田（４アール）で、東小５年生９０人と先生

や保護者、地域の協力者など約２５人によるモチ

米苗の田植えが行なわれました(写真)。 

 これは、５年生の５・６時間目を使う総合学習の

一環です。地域の人たちと学校や保護者の協力

により行われていて、昭和５３年に始まって以来、

今年で第４１回にもなるものです。 

 代掻きの泥んこの中、地域の方々や先生、保護

者、生徒たちが楽しそうに協力して田植えを行い

ました。今年は機械植えの実技も披露されまし

た。 

水源地で植栽が行われる 

 6月17日（日）阿左美沼

土地改良区役員による阿

左美沼水源地の植栽が

実施されました。 

 この水源地は湧水と岡

登用水から供給される水

の合流池で、阿左美沼と

小沼に分水し水田耕作に

必要な水源として阿左美

沼土地改良区が管理して

います。 

 昨年は農地、水協議会

の援助を得て周囲に防草

シートを張り雑草を封じこめ、今年はサルビアと百日草

を植込むなど２年計画で整備しました。今後も定期的

に季節の植栽をして景観と環境維持に努めていく方針

です。 写真：植栽をする役員 

元オリンピック選手が水泳教室 
 阿左美幼稚園では、北京オリンピック競泳日本代表

選手の内田翔さんを招き、水泳教室を行いました。 

 最初は顔を洗うように手で顔に水をかける事から始

め、次に手を床につけながら前に進みます。やがてイ

ルカが飛び込むようにプールに体を伸ばします。 

 最初は水しぶきを嫌がっていた子どもも徐々に怖さが

とれて、30分もすると、積極的に練習に取り組んでいま

した。写真：水泳の楽しさを教える内田さん 

区民ハイキング福島・裏磐梯、参加者募集 
 ミシュランに新た

に掲載された裏磐梯

の五色沼、新鮮野菜

と高級食材で人気の

和懐石！日本一を

獲得した日本酒の蔵

元 見 学！会 津 鶴 ヶ

城天守閣に登って

殿様気分！ 

 今年も体育協会で区民ハイキングを企画しました。奮っ

てご参加ください。写真：柳沼（裏磐梯観光協会提供） 

●開催日時：平成30年11月11日（日） 

●出発：午前6時30分 

●参加費：大人5,000円・小人（小学生以下）3,000円。未

就学児1,000円※小学4年生以下は保護者同伴でお願い

します。募集人数：先着80人（定員になり次第締切り） 

申込は次の体協役員に電話にて申し込みください。 

支部長：岡田勉77-0057※森田石油76-3444／副支部長：

藤生大介76-2805／赤石知己76-3458／塚本 吉昭77-

1560／植竹春彦76-4036／赤石光史30-5033／森田徹76

-2762／中村正義51-3029／今泉健司 76-9499／須藤

秀和090-5828-8825 


