
城ヶ崎一帯に

は毎年秋にな

ると飛び散っ

たおよしの涙

にも似た イソ

ギクの花が可

憐な姿を見せ

るようになりま

した。』

　これが「半四郎落しの伝説」となったのです。およし
の涙がイソギクの花になったのです。

 　　　　 黄色いあざやかなイソギクの花を発見しました

。城ヶ崎の断崖絶壁の岩に見事に咲いていました。

岸壁に咲く花はことさら美しい。

　この断崖絶壁にも悲しい物語が存在しました。しか

し美しいイソギクの花に出会えたことはラッキーでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松下三郎

城 　ヶ崎の断崖絶

壁に、初冬になると、磯菊(

イソギク)の花が咲きます。

この伝説のイソギクの花を
探しにいきました。「半四

郎の呪いの崖に咲く磯菊

の花」です。

　城ヶ崎（じょうがさき）は、

伊豆・伊東地域で富士箱

根伊豆国立公園の指定を

受けている溶岩が海岸まで流れて形成された海岸で

、距離は十数kmにも及び、断崖絶壁となっている所

もあり、身投げの名所としても有名です。海の吊り橋

はサスペンス劇場などのテレビなどでもよく登場し「テ

レビで見たことがある！」という人も多いと思います。

『むかし、ここ城ヶ崎に半四郎とおよしという仲

のよい夫婦がおりました。ある日、半四郎はひとり海

へトジ(海草)刈りに出掛けました。

　カゴにいっぱいのトジを背負い岩場で休んでから家

に帰ろうとつかれた腰を伸ばした瞬間、背中のトジに

引かれ、あっという間に海へ落ちてしまいました。

　知らせを聞いたおよしはたいそう悲しみ、ここへ来

て は 立 ち

つくし涙を

流す日々

が続きまし

た。

　以来ここ

城ヶ崎の伝説!!

この絶壁は足がすくむ。この崖に花が咲いている。

イソギクの花
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ジオラマは、ミニチ

ュア情景模型のことです

が、日本ではよく似たも

のに「箱庭」があります。

　箱庭は明治時代に人気を博しました。なぜか　ブ

ームが再到来しています。

　ジオラマは模型の中では、かなりマニアックなジャ

ンルに属すると思われがちですが、最近マニア以外

の方でも身近な趣味になってきています。

　ジオラマの文化はドール

ハウスなど、ヨーロッパがか

なり進んでいます。

　特にドイツ・イギリスのジ

オラマは本物そっくりでとて

も精巧に出来ています。

　日本の箱庭とはずいぶん違いがありますが、夢が

あってとても素敵です。

　

完成したジオラマの情景を見

ると、いろいろな空想や思い

出がよみがえります。

現在日本では“箱庭”が｢心

理療法｣に使われたりしてい

ます。人間の情操や自己表現などを発育させる力が

あります。箱庭療法とい

われるものです。

　ヨーロッパではじまった

“ジオラマ”は、最初は「

立体心象写真」で呼ば

れ、進化してきました。

　最近、多くの女性やお年寄りまでが、ジオラマ作成

にはまってしまうようです。

　観て想像する楽しみ、創造する楽しみなど、ジオラ

マには、いろいろな楽しみ方があります。なんともい

えない不思議な魅力です。

　ドイツ・イギリスの部品を使った完成ジオラマを用意

しました。

　また、ピンセットなどを使い、いくつかジオラマを作

成してみました。

数珠は念珠とも言われ、主に仏・菩薩さまやご

先祖さまを拝む時などに使用します。もともと回数を

記憶する為のものとされています。「数を念ずる」「数

を記す」そして「念仏を唱えて手を合わす」といろいろ

な意味合いで使われています。

　佛式の行事である通夜や葬儀・告別式の会葬に参

列する時や法要（法事）に出席する際には、欠かせ

ないものです。今回は数珠の由来

を知り、正しい使い方などをまとめて

みました。

 数珠の正しい持ち方は、座ってい

るときは左手首にかけ、歩くときはふ

さを下にして左手で持ちます。（長

い数珠は二重にします）

　合掌する時、短い数珠の場合、親

指と人差し指ではさみます。長い数珠は、両手の中

指に掛け渡して手を合わせます。

ふさを真下に垂らし、親指と他の４本の指にかけて親

指で軽く押さえます。指を伸ばし両手をぴったり合わ

せましょう。 席を離れるとき、椅子や畳の上に置くの

は、マナー違反です。必ずバッグやポケットの中にし

まってください。また子どもさんが、回して遊ばないよ

うに気をつけてあげて下さい。

（焼香のとき）

　合掌は、右手と左手がぴった

りとくっついた状態が合掌です

。左手は「自分」を表し、右手

は仏さまや故人を表します。

　なぜ左手なのでしょう？・・・
　数珠というのは本来、「魔除

け」の道具で、本来、自分に邪

気がつかないように持っているものなのです。「左手

は自分」という意味から普段持つ時は、左手に持ちま

す。左手に持ちましょう。数珠は、持っているだけで

魔除け厄除けとなり、また福を授かると言われていま

す。

　仏様を拝む大切な道具であることを忘

れないでください。

数珠は、人に貸したり借りたりせず、一人

ひとり、自分の数珠を持ってください。

　数珠を大切にしてください。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　三本松小売部店長　三村

ジオラマの世界 三村店長一口メモ            数珠(じゅず)の使い方

使わない時はふさを下にして
左手で持ちます

 

 

 

ドイツ製部品を使った町並みの風景

イギリス製部品を使ったパブのジオラマ

ジオラマの製作風景

こんな感じ～　文具生活で見れます。
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　漢字が教室の壁に突然出

てきましたよ！白鳥のパソコン

教室の奥にある国語教室です。

よく見るとどれも読めない漢字

ばかり・・。テレビのクイズ番

組などでも漢字スペシャルがあ

ったりと、漢字がブームなのか

もしれません。

　難しい漢字、読めない漢字をすらすらと読める

とかっこいいですものね！

　さて、あなたは読めない漢字が出てきたときに

どうしますか？

　パソコンには、マウスで字を書いて漢字を入力する
方法があります。文字を入力するときに画面の左下

あたりにある言語バーを使います。言語バーの中

の鉛筆立てのマーク（IMEパッドといいます）をク

リックすると、手書き用の画面が現れますので、

左の画面にマウスで線を描くようにドラッグして

文字を書けば、右の画面に漢字が出てきます。あ

　パソコンを習い始め、一年になります。

　その割には、案内状程度の文章がやっとです

が・・・　

　本業は、着物の仕立てで、３０数年になりま

す。

　パソコンにも、インターネットにもまったく

興味がなく、一生縁のない機器だと思っていま

した。

　でも、この年になりますと、会の案内状や、

資料作成等を人にお願いしているばかりでは申

し訳なく、相手の都合にまかせては、間に合わ

ない事も出てきました。

　おまけに10程前から始めた三味線教室の方で

も、文章、名簿と必要に迫られてきました。す

ごくいいタイミングでこのお教室とご縁ができ

ました。数か月前から案内状や、報告書が作れるよ

パソコン教室便り

パソコン教室三木校　生徒さん登場!!

まりに下手な字になった時には認識してくれませ

んので、その時はもう一度書きましょう。

 

　また、漢字をど忘れしたときには携帯電話やパ

ソコンで変換して確認したことはないですか？　

　私も教室にはられた難しい漢字を最新のワード

2010で変換してみました。

　すると、なんと出てこない漢字があったんです

。最新のワープロソフトでも出てこない漢字があるん
ですね。パソコンの世界も奥が深いですが、漢字の

世界はさらに奥が深いです。そんな漢字を読めた

ら、ますますかっこいいですね。

　実は教室の漢字は、めくると下に答えが書いて

あります。みんなワクワク、おそるおそるめくっ

ています。

おーすとらりあ　→　変換　→濠太剌利　（出ました）
ゆたんぽ　→　変換　→　湯湯婆　（残念ながら出ま
せんでした）

うになりとても充実しています。当初は先生方も驚い

ていたと思います。パソコンを開くことも閉じ

ることも全くできず、触ったことすらなかった

私なのでとんでもなかったように思います。

（私自身、うすうす気づいてはいたのですが）

　まだ、この程度ですが今はとても楽しいです。何
が良かったかって、お教室で友達が出来た事、先生
が二人とも優しい事です。これが一番です！

　

教室の壁に漢字が出現！　読めるかなー？

 

着物の仕立て30年、三味線10年、パソコン1年
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『たまごかけごはん』　
　　　　

　水主の山奥で『たま

ごかけごはん』が食べ

れます。とにかくかな

りの山の中です。東か

がわ市の水主から、さらに山の中に入っていきま

す。 住所は大川町田面となっていますが、東かが
わの水主からしか道はありません。
　古い民家を改造したお店で「おてんとさん」

と小さな看板があるだけです。入口には山羊(

やぎ)の親子がいます。

 

　『たまごかけごはん』のご飯は、山の近くで

とれたコシヒカリ米で、たまごは東かがわ市五

名の農園の『さぬき卵』です。味噌汁には大き

な車麩(くるまぶ)が入っています。おいしいの
であっという間に食べてしまいます。
　看板メニューは『たまごかけごはん』ですが

、オムライスも絶品です。

　びっくりしたのがプリンです。『さぬき卵』と

ジャージー乳で作ったこのプリンは絶対おすすめ
ですが、1日に10個しかありません。

　予約専門のお店ではありませんが、予約をお

すすめします。

　あまりの山の中なのでびっくりすると思いま

す。

 　

　

　

山奥の「おてんとさん」

焙煎コーヒー・
アイスクリーム付で800円

植田辰哉後援会　会員募集
東讃地区の青少年育成とスポーツの発展にご

協力ください。

植田辰哉後援会事務局0879-25-0118　

担当　松下章子

「おてんとさん」　さぬき市田面3034(森行)　0879‑43‑5290　定休日　火曜日　

営業時間9:00～17:00　 PS:土日限定で、手づくり石釜で焼いた山菜ピザが食べれます。
　　　

『たまごかけご飯定食』


