
心、震わす古の音
フルート・土笛奏者　縄文笛 毅さん
　クラシックのような、澄んだ音はしない。風の音や波の音にも近い、雑
多な周波数も含んだ、原始的で素朴な笛の音。縄文時代の遺跡から出土し
た「笛」と思われる土器を復元し、「縄文笛」として太古の音を奏で、全国各
地の遺跡や博物館等でコンサート活動を行っている平塚市内在住のフル
ート・土笛奏者。芸名を「縄文笛 毅（じょうもんぶえ つよし）」という。

まれながらにして、視力
障がいがあった縄文笛 
毅さん（45）。笛との出会

いは、小、中と通った福岡県内の盲
学校。リコーダーの先生が吹く笛
の音に魅せられ、リコーダーを始
めた。高校は普通高校へ進学。オー
ケストラ部で学んだフルートを専
攻し、昭和音楽大学に入学した。そ

して在学中、旅行に行ったインド
で病に倒れ、視力のほとんどを失
ったという。人生の転機は、この塞
ぎ込んでいた時期に訪れる。

出会い
　人生を見失っていた。一人で歩
くことができない、昨日書いた字
が読めない、このまま生きていて

も……と、塞ぎ込んだ。療養のため、
故郷福岡に帰っていた時期に、気
分転換にとドライブに連れて行っ
てくれたのは盲学校時代のリコー
ダーの先生だった。たまたま入っ
た海辺の喫茶店。マスターが「自作
したが、音が出ないので吹いてほ
しい」という小さな土笛。吹いてみ
ると、ガラス窓も振動する程の大
きな音。その時、力強く思えたこと。
「これで生きていける」
　その日を境に、「縄文笛」と名付
けた土笛を自作するようになり、
演奏活動で生活する人生が始まっ
た。最初のうちは喫茶店や山小屋
など小さな舞台だったが、お客さ
んはとても喜んでくれた。懐かし
い音だ、自然の音だ、と。続けてい
くうちに、県内、全国からも声がか
かり、実際の縄文遺跡、古墳等でも
演奏するようになった。さらには

土器の復元を手がけているという
戸村正己氏とも出会い、現在では
縄文笛、弥生笛の製作者としての
同氏と、二人三脚で歩んでいる。

何のために
　「幸せの瞬間は、コンサートで吹
いているとき」と言う毅さん。ステ
ージのない日も吹く。毎日、当たり
前に呼吸しているように、吹く。藤
沢市内の路上でのフルート演奏も
約20年続けている。だが仕事や趣
味で吹いているのではない。「この
人は『吹くことが生きること』なん
です」と妻・ゆかりさん。以前、笛も
吹けないほど体を壊したときの様
子を、土が壊れていくようだった、
と振り返る。「私はこの人が輝くこ
とが好きだから」と、厳しいときで
も、共に前を見て進んできた。吹く
ことは、生きていることの証明で

もあり、周りに生きる喜びを教え
てくれる。
　何のために吹くのか―。「生きる
力を伝えたい」。一度、見失った自
分の人生経験からも、古代から続
く歴史の面からも。「縄文時代とい
うのは生き抜くのに厳しい時代だ
ったことでしょう。そんな時代に
もエネルギッシュな音を出す笛が
作られた。そしてみんな一生懸命、
力強く生きてきたからこそ歴史が
続き、今の自分にも繋がっている」
　古代に想いを馳せ、古代の音を
奏でる縄文笛 毅さん。自分の人生
を重ね合わせ、生きる喜びを謳う。
純粋な心から奏でられたその澄み
切った音色は、時代を超えて今、
我々に力強く語りかける。

生

【左】平塚海岸にて
【右】土器を復元した縄文笛（下）と弥生笛（上）

◇縄文笛コンサート事務局☎34-9203
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年創立30周年を
迎える市立山下
小学校では2日、

記念事業として防犯・非
行防止教室と神奈川県警
察音楽隊による演奏・ド
リルの特別授業が行われ
た。
　平塚に初登場となった
「平塚戦隊ボウハンジャー」は平塚警察署
員によるオリジナルストーリーで自転車盗
難防止、不審者への対応、万引き防止を訴
えた。
　県警音楽隊の演奏・ドリルでは校歌やヒ
ットソングなど、児童も一緒に楽しめる、

30周年に相
応しい華や
かなプログ
ラムが披露
された。

治 6年創立という長い
歴史を持つ平塚市立岡
崎小学校。同校の 140

周年記念事業の一環として先月
31日、全校児童、保護者、地域
住民が参加する「ふれあい校内
写生大会」が行われた。
　同校は今年、140周年記念事
業として、日本中が注目した金
環日食の観察会や、環境教育ゾ
ーンの総改築を実施。今回の写
生大会は記念事業第3弾となり、湘南市民
美術会の指導のもと、児童・参加者は思い
思いに筆を走らせた。校庭と校舎の間にそ
びえる、同校のシンボルでもある大イチョ

ウや、環境教育ゾーン（写真）には多くの児
童が集まった。
　作品は 11/12 から 11/17 まで体育館に
展示される予定。

浜ゴム株式会社 (平塚市追分 2-1)
が推進するプロジェクトの中に
「YOKOHAMA 千年の杜」という

ものがある。「トップレベルの環境貢献企業
になる」をスローガンに 2017 年の創業
100周年までに、国内7生産拠点、海外11
生産拠点に約50万本の苗木を植えることを
目標としている。同プロジェクトは、2007
年、平塚製造所を皮切りに植樹を始め、今
年で6年目になる。ただ木を植える事だけ
を目的とせず、地球環境・地域社会の「命を
守る緑環境再生活動」として取り組まれてい
る。
　同プロジェクトの特徴は、植物生態学者
の宮脇　昭氏の指導の下、その土地本来の

樹種、多種類の苗を育て自然林に近い状態
で植える点。この宮脇方式は比較的短い年
月で森の再生が可能であると
され、災害に強い環境防災保
全林が創生できる。このノウ
ハウを活かし、今年4月には
岩手県上閉伊郡大槌町で防潮
堤の植樹も行った。さらに土
づくり苗づくりは自社製をコ
ンセプトにしており、従業員
自らドングリを採取し育苗を
行っている。植樹、その後の
手入れは従業員だけでなくそ
の家族や、地域住民の手によ
って行われており、地域社会

との連携も図られている。
　平塚製造所の敷地内の至る所に 4～5m
の比較的若い木が並ぶが、これらはすべて
同取り組みで植樹されたものという。17日
には環境・エコを考えるイベントが行われ
る。育樹体験や苗木の配布を始め、生き物
とのふれあい体験や「それいけ！アンパンマ

ン」ショーなど盛りだくさんのイベントを予
定している。
Think Eco ひ ら つ か 2012 よ う こ そ！
YOKOHAMA千年の杜へ
◇日時：11/17（土）10時～ 14時◇場所：
横浜ゴム株式会社平塚製造所◇問い合わせ：
同社安全衛生課☎0463-35-9831

方自治体の首長や議員、市民の活
動実績を募集・表彰し、政策提言
意欲の向上を期待する「マニフェス

ト大賞」（主催＝マニフェスト大賞実行委員
会 /共催＝早稲田大学マニフェスト研究所、
毎日新聞社）。第7回目となる今年の同賞で、
平塚を含む鎌倉、藤沢、茅ケ崎４市の市議
らでつくる超党派のグループが審査員特別
賞（箭内道彦賞）に選ばれ、2日、都内で表
彰式が行われた。
　受賞の対象となったのは、湘南地域密着
のインターネット生放送番組「湘南カフェ」。
同企画は、地方議員の活動の幅を広げ、政
治に関心がない人にも参加してもらおうと
始められた。市議らが身近な政策課題を話

し合い、
視聴者と
の意見交
換も行い
ながら、
それぞれの議会活動に反映するというもの。
これまでには「自治体間で連携した観光バ
スの運行」「海沿いの国道を活用した自転車
愛好家の誘致」「津波避難時の目印となるオ
レンジフラッグの導入」などの政策を提案し、
具体的な行政の動きにつなげている。
　なおスタッフは全員ボランティアで参加
し、費用をかけないインターネットによる
政治活動の普及も進めているという。
【写真】受賞した数田俊樹平塚市議会議員（左）ら
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杜を、未来を創生する
YOKOHAMA千年の杜プロジェクト

140年目の姿を残す
岡崎小学校で140周年記念事業
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インターネット生放送番組で特別賞受賞
湘南地域の若手超党派議員ら
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平塚の安全は俺が守る！
平塚戦隊ボウハンジャー、山下小へ
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世界3位、国内2位に入賞のふたり
市内在住のスケーター、桑本君とノア君

ケートボードのプロライダーとし
て活躍する県立高浜高等学校１年、
平塚市内在住の桑本透伍君（16）が、

今年 8月に韓国で開催された国際大会「春
川ワールドレジャースポーツ大会」スケー
トボードの部で3位に入賞した。また同じ
く市内在住でアマチュアライダーとして活
躍する市立八幡小学校２年のクワバラ・ケ
イチ・希海（ノア）君（８）は、先月和歌山
県内で開催された全国大会「全日本キッズ
選手権」で準優勝に輝いた。
　高校へ進学し、プロ契約を結んで以来、
初の世界戦という桑本君。「良い滑りができ
ました。何より、世界中から集まった色々
な国の人と知り合えて、コミュニケーショ

ンの幅が広
がったのが
嬉しい」。ま
た、優勝す
る意気込み
で挑んだと
いうノア君
は「悔しか
った」の一言。
平塚発、世界。
若きスケー
ターたちの
羽ばたきは
始まってい
る。

ス

横

明 今

植樹直後の様子（写真左）と現在の様子（写真右）

メダルを掲げるノア君（左）と桑本君
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国の吹奏楽部の子どもたちが目指
すステージ、「日本管楽合奏コンテ
スト全国大会」に平塚市立春日野

中学校（神林 茂校長）の吹奏楽部が先月、
予選審査会を通過し出場を決めた。市内か
ら同大会に出場するのは同校が初めてとい
う快挙。これを受け、落合克宏市長、金子 
誠教育長らは2日、激励のため同校を訪れ、
生徒らによる演奏が披露された。
　選曲されたのは、アメリカの若手作曲家・
ジョン・マッキー作の『サスパリラ』という
楽曲。「サスパリラ」とは、アメリカ西部開拓

時代の酒場で、飲まれていた酒の一種。同
部の部長・濱勝之佑君（3年）は「酒に酔っ
て騒いでいる様子を表現する」と挨拶し、
音楽室ながらも、28人のオーケストラによ
る迫力ある演奏で市長らを歓待した。
　大会は3日、4日、10日、11日の4日間、
文京シビックホール（文京区）で開催され、
同校が出場する中学校Ａ部門（全18校）は
10日。県内では同部門に、同校のほか茅ヶ
崎市立北陽中学校、綾瀬市立北の台中学校、
川崎市立玉川中学校が出場する。

　大磯町内で毎年開催されている宿場まつ
り。和菓子や惣菜、陶器や布製品などの雑貨
が並ぶ「江戸好み街道市」。品川宿の海苔や由
井宿の桜海老入りかき揚げそばなど諸街道
の名産が並ぶ「諸国街道名産市」。和太鼓や三
線、外郎口上などが披露される「大磯賑座」。
その他「旅装束競」や大道芸など。
◇11/11（日）10時～15時、山王町松並木

宿場町にタイムスリップ
大磯宿場まつりEvent

11/11（日）旧東海道山王町松並木

　「金目ふれあい広場」の完成にあわせて始
められた収穫祭。来場者には金目産の新米
ごはんや野菜を使った豚汁等（各 400 食）
が無料提供される。その他、太鼓の競演、
よさこい踊り、フリマや昔のおもちゃ遊び
による親子のふれあいコーナー等も。
◇11/11（日）10時～14時（小雨決行）◇問
い合わせ：平塚市社会教育課☎35-8124

金目の産業をまるごと楽しむ
第６回収穫祭Event

11/11（日）金目ふれあい広場（金目小西隣）

　早朝ウォーキング＝18 日 6 時 30 分。
太古の湯～湘南平（往復約9km）。弁当持参。
参加費 1300 円（入泉料他）。健康詩吟会＝
23日 13時～ 14時。300円。落語の日＝
24日18時30分～20時、楽志亭壱生さん「松
山鏡」「首提灯」など。チケット 315 円（ド
リンク付）。全て事前にフロントで申し込
みを。問い合わせ☎22-1772

太古の湯
11月のイベントEvent

早朝ウォーキングと落語
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名付け親、探しています
2施設のネーミングライツ再募集　平塚市

来年の春へ想いを馳せて　平塚市内を中心と
した57事業所が会員として参加し、市内の環
境保全を目的に様々な事業を展開しているひ
らつか地区環境対策協議会は1日、馬入・光と
風の花づつみで相模川の現状調査・清掃と植
栽を実施した。市立八幡小学校の児童、馬入花
畑の会らとともに同協議会奥田晃彦会長より
寄贈されたチューリップの球根を植え付けた。
春 に は
4,000本
のチュー
リップが
河川敷を
彩る。

売上金などを寄附　平塚市地域作業所連絡会
（髙橋眞木会長）は、平塚市と災害時相互応援
に関する協定を結ぶ石巻市の障がいのある被
災者へ義援金を贈るとして6日、木川康雄平塚
副市長へ寄附金を手渡した。同寄附金は、先月
市役所市民ホールで開かれた、市内障がい福
祉施設に
よる展示
即売会の
売上金と、
有志から
集められ
たもの。

こどもが描く、未来の「ひらつか」　平塚市市
制施行80周年を記念して、市内小学校に在籍
する児童を対象に「市制施行100周年にあたる
20年後の平塚」を想像して描いてもらった絵
画コンクールの結果が発表された。結果は以
下の通り。【１年生】最優秀賞（写真）＝金平紗
季さん（松原）優秀賞＝阿部胡春さん（港）【２
年生】最優秀賞＝武藤広透さん（吉沢）優秀賞
＝井手唯心さん（吉沢）【３年生】最優秀賞＝森 
汐璃さん（岡崎）優秀賞＝馬場大陽さん（富士
見）【４年生】最優秀賞＝亀井遥貴さん（大野）
優秀賞＝川嶋 李さん（花水）【５年生】最優秀賞
＝山家隆司さん（吉沢）優秀賞＝太田大海さん
（なでしこ）
【６年生】最
優秀賞＝土
居美友さん
（松原）優秀
賞＝小林七
海さん（港）

ヤフーと協定　平塚市は1日、災害発生時に市
民へ安定的に情報を提供するため、ポータル
サイト「Yahoo! JAPAN」を運営するヤフー株
式会社と「災害に係る情報発信等に関する協
定」を締結した。これにより災害時においても、
市HPへのアクセスが円滑に行われるシステ
ムが構築される。すでに同社と同様の協定を
結んでいる自治体は、県内では三浦市、大和市、
藤沢市、横須賀市、神奈川県の５自治体
（10/31時点）。

年8月から9月にかけ、
「平塚球場」「ひらつか
アリーナ」「湘南ひらつ

かビーチパーク」のネーミング
ライツスポンサーを募集してい
た平塚市では、「ひらつかアリー
ナ」以外の応募がなかったとし
て、残る2施設の再募集（募集
期間延長）を行うと発表した。
　料金など募集条件の変更はな
く、今年の 12 月 26 日まで受
け付ける。市は再募集にあたり、
訪問や案内状など企業への働き
かけを強化するとしている。愛
称の使用は来年4月 1日からの
3～ 5年間（1年単位で選択）。
金額は年額で、球場が 600 万
円以上、ビーチパークが 500
万円以上。詳細は市HPに掲載。
問い合わせは行財政改革推進課
☎21-9604まで。
写真提供＝平塚市
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市内から初、夢の大舞台へ
春日野中吹奏楽部が全国出場

今
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毎週金曜日は湘南の良いもの・良いお店をセレクトした
湘南グッドトピックス。素敵な出会いをさがしてみては。

　湘南ベルマーレは、11日に開催されるア
ウェーゲーム「FC町田ゼルビア戦」のパブ
リックビューイングを平塚市中心街イベン
ト実行委員会と合同で開催する。会場は平
塚駅前、紅谷パールロード商店街（モスバー
ガー前付近）。参加費無料。◇日時：11/11
（日）13時キックオフ（荒天中止）。後援＝平

塚市、平塚商工会議所、平塚市商店街連合会。
協賛＝株式会社特別警備保障。

J1昇格に向け、緊急開催決定！
11/11（日）パールロードで町田戦PV
湘南ベルマーレ
☎0463-25-1211

　来年は徳富蘇峰が水俣に誕生して150周年
の記念の年。これを記念して徳富蘇峰記念館
では所蔵する数千枚の写真の中から、150枚
を厳選して、蘇峰の生きた明治・大正・昭和を
回顧する企画展を開催中だ。
　明治10年に撮影された蘇峰が15歳の時の
ものから95歳で亡くなる昭和32年までのも
のまで、ほぼ未発表の写真を中心に14のテー
マに分けてパネル展示している。
　静子夫人との写真を始め、当時は貴重なカ
ラー写真や、弟の徳冨蘆花とのツーショット
などもあり、近現代史としても興味深い写真
展となっている。

二宮町二宮605
●営 10：00～16：00
●休 毎週月曜日（祝日は開館し翌日休館）
入館料：一般700円、高大生500円、団体割引あり

徳富蘇峰生誕150周年記念
秘蔵写真150枚を大公開！
蘇峰の明治・大正・昭和写真展
徳富蘇峰記念館
☎0463-71-0266
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　市内在住のソプラノ歌手・岩崎由紀子さ
んらによるコンサート。演目は、『もし私の
詩に翼があったなら』（アーン）、『霧と話し
た』（中田喜直）、『砂山』（山田耕筰）、『浜千
鳥』（弘田龍太郎）、『オペレッタ　メリーウ
ィドーより　ヴィリアのうた』（レハール）、

ヴァイオリンで『子守歌』（フォーレ）、『スペ
イン舞曲』（ファリャ）ほか。
◇日時：11/11（日）
　13時30分開場、14時開演
◇会場：聖ステパノ学園講堂
　海の見えるホール（JR大磯駅前）
◇出演：岩崎由紀子さん（ソプラノ）
　白井英治さん（ヴァイオリン）
　久邇之宜さん（ピアノ）
◇チケット：3000円（全席自由）
　山野楽器平塚ラスカ店、ヨネザワ楽器で
　販売中

こころに残る
　名曲を集めて  ～パートⅢ
11/11（日） 海の見えるホール
問い合わせ
☎0463-31-9584（宮川さん）

　オペラ歌手として活躍する中島啓江さん
によるチャリティ・ディナーショー。一般的
に広く知られている名曲の数々を歌う。コン
サート収益金の一部は、東日本大震災の復興
義援金として平塚市を通じて石巻市へ寄附
される。なお、会場となる大磯プリンスホテ
ルでは、ディナーショーとセットとなった特
別宿泊プランも用意される。
◇日時：12月2日（日）17時30分開場、18時
ディナー・ドリンク開始、19時30分ショー開始
◇会場：大磯プリンスホテル（大磯町国府本
郷546）
◇料金　1人につき20000円（コースディ
ナー・ドリンク付き）

中島啓江
チャリティ・ディナーショー
FM湘南ナパサ
☎0463-23-7111



CONNECT
地域と、つながる

では一昨年「トイレの神様」がブー
ムになったが、公衆トイレといえば

「汚い、臭い、暗い」の 3Kのイメージが付
きまとう。バリアフリーやユニバーサルデ
ザインの考え方は以前に比べると浸透して
きたが、それでも全ての人にとって利用し
やすい環境かといえば未だ十分とは言い難
い。
　ひらつか市民活動協議会福祉部会は「バ
リアフリーのトイレマップがあるといい」
といった声に注目。関連団体とともに平塚
ユニバーサルデザインプロジェクトをス
タートさせ、フリーマガジン「ひらつかの
『みんなのトイレ』情報」づくりが始まった。
同プロジェクトのメンバー氏家さんは「最
初はトイレの写真なんてどう撮ればいいの
か分からないし大変でした」と笑う。完成
した冊子は平塚市を東西南北にわけ、59施
設・店舗の多機能トイレ情報が掲載されて
いる。先月25日に発行され、障がい者団体
やデイケアサービスなどに配布した。

　タイトルになっている「みんなのトイレ」
というのは高齢者、身体障がい者、オスト
メイト、乳幼児を連れている人など、誰も
が使用できるバリアフリートイレのこと。
同冊子ではみんなのトイレに限らず、障が
い者用設備や乳幼児用設備等があるものが
掲載されている。健常者が読んでもみんな
のトイレを必要とする人たちへの理解が深
まる内容。メンバーも「幅広い人たちに見
てほしい」と訴えた。
◇問い合わせ：同事務局☎24-5500

トイレを使う「みんな」へ
ひらつかの「みんなのトイレ」情報 完成

　巷
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三遊亭小遊三 遊史郎
親子会

湘南百番寄席  in  平塚プレジール湘南百番寄席  in  平塚プレジール
三遊亭小遊三 遊史郎

親子会

（公財）平塚市文化スポーツまちづくり振興財団
文化事業課 ☎0463-32-2237

平塚プレジール５階 大広間
平成24年11月17日（土）午後5：00開場午後5：30開演

前売り2,500円・当日3,000円

■文化事業課（平塚市民センター内） ☎0463-32-2237
■山野楽器（平塚ラスカ4階）　　　 ☎0463-27-1930
■ヨネザワ楽器（MNビル1階）  ☎0463-23-7097
■中華百番（四之宮）  ☎0463-22-1550

販
売
所

全席自由

お問い合わせ
電話予約

（平塚市八重咲町3番18号 ☎0463-25-0195）

出演：三遊亭小遊三、三遊亭遊史郎
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市議会議員に求めること
　  議員の人たちが何をやっているのか、
いまいち見えてきません。普段は何をして
いるのでしょうか？活動報告をもっと市
民へ。また、全員の顔と名前も一致しませ
ん。定数が多いのでは？ 30代 男性

まちのイベントについて
　  先週、初めて商業まつりに行きました。
多くの人でにぎわっていて移動するのが
大変なほどで、七夕以外にも大きなイベン
トがあるのだと知りました。告知があまり
されていないのでしょうか？ 30代 女性

行政に求めること
　  ベルマーレが昇格争いの真っ最中だが、
平塚市はあまり興味が無いように思う。
もちろんイベントではベルマーレのブー
スがあったりするが、せっかく地元にチー
ムがあるのにそれを活かせないのは勿体
なく感じる。 10代 男性

「①テーマ②ご意見③年齢、性別」を明記
の上、【ハガキ・ＦＡＸ・ツイッター・Ｅメ
ール・ＨＰ投稿フォーム】からご自由に！

「行政に求める防災対策」
「行政に求めること」
「市（町）長に求めること」
「市（町）議会議員に求めること」
「まちのイベントについて」
「このまちの好きなところ嫌いなところ」
「食生活で気をつけていることは？」
「あなたにとっての地域情報紙とは」

LOCAL VOICEでは引き続き以下のテ
ーマと「LOCAL VOICEで取り上げてほ
しいテーマ」を募集中です！

WEB
twitter
Email

http://www.shonan-journal.com
#localvoice を付けてツイート！
web@shonan-journal.com

INFORMATION
発行エリア

平塚市・大磯町・二宮町
105,500 部発行

（ポスティング配布＆店舗・施設置き）

株式会社湘南ジャーナル社
神奈川県平塚市長持 203-4
TEL:0463-33-2585
FAX:0463-33-2574

info@shonan-journal.com
発行責任者：徳永紘一

配布に関するお問い合わせ
有限会社ミッド

TEL:0463-35-0311
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