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「金原焼き」
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題「机」
「身」

西本八寿江

髙畑文子

田井芳枝

笹田 彰

ピカピカの机と鞄はや二十才
身につけた百姓根性まっしぐら
才田茂美
母さんに教わる机は食卓だ
身だしなみきれいに出来てチャーミング
中村すみえ

雨降れば机と椅子が呼んでいる
人の世話出来る身体父母に感謝

春うららまどろんでいる古机
黄味白味永遠という殻の中

木の机炭の火鉢と手弁当
コロナ消え身内と会って話したい

バタバタと机に忘れた給食着
身長差見える景色も違うはず

短歌

橋本八重子

長田保子

長岡愛子

朝毎に歩行訓練する我に
鳩がふり向き模範をしめす
中村すみえ
ふでりんだうのコバルトブルーにカメラ向け
ひざまづく人はひつくばふ人
滑
都
草を引く先につんつん角を出し
「スズランです」と叫んでいるやも
西山富美子
鳴き声に空見上げればブッポウソウ
今年も来ました五月一日
杉 秀樹

入学式に向かう曾孫を眺めれば
制服姿のとても凜々しき

俳句

母の忌やほど良き蓬摘みてをり

春炬達戦の話尽きもせず
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カルスト山荘周辺整備ボランティア募集
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探検ロマン草間台遺産 №
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～ 草間 カル スト 里山 の会
安全環境部からのお知らせ～
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平成 年の草間ふれあい文化祭に、あ
る焼き物を大黒誠之介さんが出品されま
した。底に「明治廾三年とりの年・草間
・・・田中熊太郎」と彫ってありました。
かつて「金原焼」という陶芸が行われて
いた時の作品で、他にもまだあるだろう
ということでした（平成 年 月号の草
間市民センターだより参照）
。
新たに見つかった
「金 原焼」の作 品は、
草間 寺山門の 屋根にあ
る焼 き物な どです。特
に 「龍」 の焼き物は 細
工 が緻密 で、専門 家に
言 わせ ると、こ れと同
じも のを作るの は大変
だそ うです。 屋根にあ
る焼 き物の 一つに「 阿
哲郡草間村大字土橋
田 中熊太 郎・・」 の文
字が彫 ってある ことか
ら、 金原焼と 分かりま
した 。草間村 土橋と言
って いた時 代は、明 治
年 から昭和 年まで
な ので 、その間に 製作
された ものだと 考えら
れます。

草間寺山門の上にある龍の焼き物
大黒さん出品の焼き物

草 間カ ルス ト里 山 の会（堀 江利明 会長）で
は 、カ ルス ト山 荘周 辺一体 を活用し た拠点 整
備構 想を 検討 して い ます。本 年度は 宿泊施設
「か れん ふぇ ると 」２ 棟の改修 工事も 予定さ
れ てお り、 アグ リツ ーリ ズムとし ての農 業体
験 や、 将来 のキ ャン プ場整 備など、 地域住 民
と共に活動を展開したいと考えています。
その 取り 組み の一 環とし て、安全 環境部 で
は 、現 在休 館中 で、 維持 管理がで きてい ない
カ ルス ト山 荘周 辺の 環境美 化活動と して、 下
草刈 りや 雑木 伐採 作業 を今年 ２月に引 き続き
計画しています。
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ほ が ら か 会

17

４月 日（木）
、今年度最初のほがらか会（堀
江 利明 代表） が会 員 名の 参加により 開催さ
れました。この日は、まず古都式体操を行い、
腕 の曲 げ伸 ばし をしたり 、背伸び をして背筋
を 伸ばし たり する など、徐々 に体をほ ぐして
いく運動をされま
した。
後半は、前回か
ら取り組んでいる
「立ち雛」作りの
続 き で 、「 き め こ
み」という作業を
して作品をきれい
に仕上げ、参加者
全員が有意義で楽
しい時間を過ごさ
れました。

作業予定日は、５月 日（土）と６月
日（土）です。両日共午前８時から
時まで、草刈り作業等のボランティアを
募集します。特に若い人の参加を期待し
ています。どちらか１日だけでもＯＫで
す。協力いただける方は、保険加入の関
係から事前（作業日３日前まで）に市民
センターまで申し出くださるようお願い
します。

２月の雑木伐採作業の様子
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古都式体操で、腕と背筋を伸ばす参加者

立ち雛の「きめこみ」作業の様子
完成した立ち雛を手にする参加者

５月 １日
令和４年
進化、草間台
連帯、草間台
発信、草間台
発見、草間台
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