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巻頭写真：  「地方公務員が本当にすごい！と思う地方公務員アワード 2019」ばかりでなく、掲載後わ

ずか 2 日間で「鉾田市まちづくり推進会議フェイスブック 2020 年度ランキング第 1 位（エンゲージメン

ト 81 リーチ 623）」に輝いた、常総市産業振興部農政課主事の平塚雅人さん 

（2021 年 3 月 26 日、第 21 期ほこた塾基本講座⑦「公共施設を実験台に － 常総市の公民連携とトライ

アルサウンディング」での一コマ） 

I P P O 
～ 一歩 ～ 

第１８号 

令和３年６月２４日発行 

鉾田市まちづくり 

推進会議広報 
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新型コロナウイルス感染症の拡大で、地球上のあら

ゆる人たちが大きな犠牲を強いられ、いろいろな社会

現象が現れました。今や飲食業を営む人たちは悪者

呼ばわりです。感染の根源は飲食店にありと言われ、

消毒を徹底し、席数を半減し、体温測定にアクリル板

や換気装置の導入とあれこれ対策を講じても仕事がで

きません。行政による規制で、営業の自由はおろか生

きる権利さえも奪われそうです。若者が路上で缶酎ハ

イを飲むと「ならぬ」といわれて解散させられ、老人が

仲間とカラオケをやったら「このご時世に」と白い目で

見られる世相です。 

戦後生まれの私は体験したわけではありませんが、

この風潮はどこか 100 年近く前に似ています。「ぜいた

くは敵だ」「欲しがりません勝つまでは」と大政翼賛会

の禁欲的な戦時標語が似合いそうです。何か文句を

言おうものなら「非国民」と呼ばれ、国防婦人会に「足

らぬ足らぬは工夫が足らぬ」と喝破されそうです。いま

やコロナ対策は「総力戦」を「挙国一致」で「堅忍持久」

なのです。 

始まったころは異国のことと思っていたら屋形船、次

いで横浜にクルーズ船という黒船来航、文字通り水際

からの危機にびっくりしました。あれよあれよという間

に感染は拡大し、それでもまだどこか他人事という感

覚もある中、国の対策や方針も右往左往が 1 カ月続い

て最初の大きな感染対策は、2020 年 2 月 27 日の「全

国一斉休校」要請でした。最初の犠牲者としてのター

ゲットにさせられたのは子どもたちでした。当時は安倍

首相の大きな政治判断「英断」だといわれました。 

休校は春休みまで、のはずが4月7日からは緊急事

態宣言、ズルズルと長引き、6 月に再開されたものの、 

 

学校は 3 カ月の遅れを取り戻すことに躍起で学業優先、

遠足や運動会を含む行事は中止や縮小で、情操教育

はことごとく切り捨てられました。学校は休みでも外出

自粛、外に出ることもままならず、家ではついゲームに

手が出ます。ゲームばかりで親の小言は大きくなり関

係はぎくしゃくします。いつもは一杯やってきてご機嫌

な父親も、時短で店が閉まって家で飲む、ストレスが発

散できず、家庭内暴力に発展するケースもあります。

どうやら家庭内の人間関係にも狂いが表れました。 

 

「新型コロナウイルスで子どもたちに何が起きたの

か」 鉾田市まちづくり推進会議の新春教育フォーラム

(2021 年 1 月開催予定)のテーマはすぐに決まりまし

た。 

まず「医学的な視点から」は子どもたちが感染して発

症する可能性は極めて低く、休校によるデメリットが大

きいことが小児科学会の声明で早期に明らかにされて

いました。 

また「児童心理学の視点から」も、過剰な感染対策

が子どもたちの心を傷つける事例が数多く指摘されて

いました。 

さらに「教育現場の視点から」として教師の方に、実

は無意味だった過剰な感染対策に時間を割かされた

ことや、休校にともなう教材準備などの状況や子どもた

ちの素顔を語っていただくことにしていました。 

しかしながら、この新春教育フォーラムはプログラム

の印刷等すべての準備は終わっていましたが、茨城県

の緊急事態宣言という事態で直前に 1 月 17 日の開催

は中止、となったことは残念でなりません。 

特集 － 今話すべきこと 

コロナ感染拡大とこどもたち 

～新春教育フォーラム中止の背景～ 

                   野村正満 



3 

今では「英断」は、実は愚策だった、と指摘する声も

少なからずあります。子どもたちにどのような影響があ

ったのか、これからはどうしたらよいのか、それを考え

る場が失われてしまいました。コロナ禍で子どもの貧困

が加速していることなども指摘されていますが、それら

の検証作業が残されたままになっています。行政や教

育関係者には大きな宿題が残っています。 

ところで、2021 年春になり、日本でも子どもが集まる

施設で変異株により子どもが感染した事例が報道され

ました。これに対して小児科学会では「変異株が既に

広がっている英国ロンドンでは……特に子どもに多い

ということはなく……感染者の割合は変異株の出現で

大きく変わっていません……変異株が子どもに感染し

た場合、既存株と異なる経過を示すことはなく……変

異株でもその違いはありません」としています。 

新春教育フォーラムのパンフレット（一部掲載） 
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さきの火災で烏有に帰した鳥栖無量寿寺は多くの寺

宝を失ってしまった。幸いにも国指定重要文化財の「拾

遺古徳伝絵」は宝物庫にあり難を逃れたという。この法

然の伝記である絵巻物も 1608 年の火災で多くの部分

を焼失しており、全 9 巻（又は 10 巻）のうち残りの部分

で 1 巻に作り直されたのである。また、鳥栖無量寿寺

から巴川沿いに 1.5 ｋｍ上流の冨田塔ヶ峰（塔山）に初

代順信房の隠居寺があったが江戸期二度の火災

（1784 年と 1816 年）により、現在の冨田無量寿寺のあ

る地に移っている。また、鳥栖には無量寿寺の手次寺

として、教圓寺と正楽寺があり本寺門徒の教化の任に

当たっていたが、正楽寺は廃寺となり教圓寺のみが残

っている。 

焼失した、無量寿寺のあの風格のある本堂のすが

たと荘厳な須弥壇をまた見せていただけるよう願って

いる。 

 

親鸞(1173-1262)と順信房信海(生没年不詳) 

親鸞は、中流貴族の藤原流日野家出身。9 歳で出

家し延暦寺で修行するも 29 歳で法然門下に入る。35

歳の時、念仏宗の弾圧により越後に流罪になる。赦免

ののち越後から小島の草庵（下妻市）、稲田の草庵

（笠間市）に入り布教を進める。（笠間まで勢力を拡大

していた宇都宮頼綱は法然門下であり親鸞を招き入

れたのではないか。） 親鸞は布教と主著「教行信証」

の草稿を練るために多くの経典、仏典がある鹿島神宮

を度々訪ねている。稲田から板敷山を越え柿岡、高浜、

与沢、半原、鳥栖、鉾田、桜本、安塚と親鸞の伝承が

残っている。 

親鸞は鳥栖無量寿寺に 3 年滞在して布教し、その後

弟子の順信房に寺を託した。 

鉾田の歴史遺産 

「無量寿寺」入門 
                   小沼 勲 

ありし日の鳥栖無量寿寺 
2021年1月 21日の火災で焼失してしまいました。 
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順信は、鳥栖無量寿寺の大中臣系図には藤原鎌足

の 19 代孫信親（冨田無量寿寺では信親の子信広）で

順信房信海と名乗る。大中臣氏で鹿島片岡に住み「片

岡」姓を称した。親鸞の直弟となり親鸞のあと無量寿

寺の住職となり鹿島地方の門徒集団の中心的な存在

となる。また、親鸞後の京都大谷廟堂にも財政的な援

助や指導的な役割もあった。親鸞の教えを文章にした

「信海聞書」という著書がある。 

 

幽霊済度の伝説 

地頭村田刑部少輔平高時の妻が難産のすえに亡く

なり、無量寺（当時は禅宗）に葬られ、塚が築かれた。

すると夜ごと妻の幽霊が姿を現して泣き叫ぶようにな

った。村人は恐れ寺に参拝する者もいなくなり、住職も

逃げ出し荒れ果ててしまった。困りきった高時は、稲田

吹雪谷草庵で念仏の教化につとめていた親鸞に助け

を求めた。親鸞は村人に小石を集めさせて、その一個

ずつに浄土三部経の二万六千六百字余りを書いて

（一字一石経）彼女の塚に埋めると、その夜のすべて

の村人の夢に彼女が美しい姿で現れ「おかげで救わ

れました。極楽へ往生できます」と西に向かって飛び去

ったという。村人は親鸞に寺の住職になってもらい寺

の名も無量寿寺と改めた。 

 

教法塚の由来 

1592年初夏、教法という僧が2人の供と祖師親鸞の

巡錫の跡を辿る旅の途中に、石山寺合戦の戦友であ

る無量寿寺の住職祐順を訪ねた。（石山寺合戦には無

量寿寺からも祐順、淨慶、順秀の三兄弟が従軍した。

長兄祐順は無量寿寺 10 世となり、淨慶は額田阿弥陀

寺の住職、順秀は周防国布施村に円竜寺を建立）無

量寿寺に宿をとった教法だったが長旅の疲れから病を

得て亡くなり、寺の東方に同じく戦友であった新堀修理

亮と埋葬した。場所は鳥栖字享保塚という。また祐順

御坊も 8 月 2 日に 56 歳で亡くなり修理亮は長寿を全う

したという。（新堀家文書） 

 

 

 

 
教法塚 

現地の標柱に「享保塚」とあります。江戸期に教法か

ら享保に変えられたのでしょうか。 

 

 

小笠原渡航計画と蛮社の獄 

 1839 年無量寿寺の住職順宣(50)、順道(25)父子が江

戸の定宿、日本橋山口屋で無人島（小笠原諸島）に興

味ある仲間と話し合っていた。（幕府の目の届かぬ大

洋上の無人島に渡れば異国人と連絡をとり国を危うく

すると考えた）仲間のひとりが目付鳥居耀蔵に密告し、

5 月 14 日に出頭命令が下り全員が伝馬町の獄に入れ

られた。これと江戸の蘭学者高野長英と田原藩の渡辺

崋山の幕府の対外政策批判とを結び付け、「無人島渡

海相企候一件」とした。順道と町人の 4 名が拷問を受

けて獄死。住職の順宣は判決「押込」のち釈放され無

量寿寺に戻り 77 歳で天寿を全うする。高野長英は判

決「永牢」脱獄のちに殺害され、渡辺崋山は判決「蟄居」

のちに自刃した（蛮社の獄）。 

しかし順宣親子には幕府批判などの事実はなく、僧

侶としての仕事や詩作、医学や地理の研究をする暮ら

しだったろうし無人島に行きたいという素朴な夢があっ

たのであろう。 

 

いまから 60 年まえ、夏休みになると無量寿寺の住

職から説法を聞いたあと、こどもたちの恩徳讃が無量

寿寺本堂から聞こえていた。 

 

「如来大悲の恩徳は 身を粉にしても報ずべし 

師主知識の恩徳も 骨を砕きても謝すべし」 
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FB 年間第 5 位  第 21 期ほこた塾入塾式 
エンゲージメント 44  リーチ 200 

各部会より 
FB 掲載ランキングとともに 

 

部会長  田口裕之 

広報部会では鉾田市まちづくり推進会議の活動を多

くの方々に知っていただくため、広報誌 IPPO の作成、

ホームページやフェイスブック（FB）における活動のお

知らせ・報告を行っています。 

今回も各部会からの便りとともに、FB 掲載記事のラ

ンキングを発表します。エンゲージメント数（「いいね！」

クリック数、コメント数、シェア数をもとに評価）により順

位を決定しました。記事が届いた人数を表すリーチ数

も参考に示しました。(集計日：2021 年 3 月 31 日) 

 

 

第 21 期ほこた塾塾長  雜賀美丘 

第 21 期ほこた塾 

新型コロナウイルス感染拡大に伴って多くのイベント

が中止になり、あるいは延期される中、「コロナに負け

るな！」を合言葉に、「新しい生活様式って…。人間ら

しい生活を取り戻せ。やめる・できないを何とかする。

明るく輝くまちづくり。みんなで学び考える。永遠にチャ

レンジを！」とあくまでも前向きな発信をしようと実施を

決定し、例年より１ヶ月遅れてのスタートとなりました。 

12 月の特別講座①は講師の都合により、また、1 月

の新春教育フォーラム（基本講座③）は感染拡大によ

り会場の使用ができなくなったため中止となりましたが、

6 回の基本講座と 1 回の特別講座を実施することがで

きました。 

 

入塾式・基本講座① （2020 年 11 月 24 日） 

■テーマ： “コロナ恐怖症から脱却するために 

〜事実数値で見る新型コロナウイルスの実像〜”  

■講師： 全国骨髄バンク推進連絡協議会副会長、 

放送作家 野村正満氏（前ほこた塾塾長） 
 

 新型コロナウイルスの実像がよくわからない中、行政

やマスコミが提供する情報によって「感染の不安」が

「不安の感染」に移行しているのではないかとの指摘 

 

があり、昨年末中国の武漢で新型コロナウイルスによ

ると見られる原因不明の肺炎患者が出てから現在に

至るまでの出来事、厚生労働省、総務省などが発表し

たデータ、日本小児科学会の声明など、様々な事実数

値が示されました。 

そして、重症化率はゼロである 20 歳未満に対して学

校閉鎖などは流行阻止効果に乏しく、逆に子どもの心

身の健全な育成を妨げているのではないか、また、自

殺者数の急増や妊娠届出数の急減などが少子高齢化

の問題を悪化させることにならないか、など、新型コロ

ナウイルスの対策と共に考えるべき視点の重要性が

語られ、最後に野村氏は「喜怒哀楽を実感できる自由

で文化的な人間らしい日常生活こそ、健康的な人間の

行動である。早急に取り戻そう。」と結びました。 

 

コロナウイルスの実像について語る野村氏 

人材育成部会 

広報部会 
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基本講座② （2020 年 12 月 5 日） 

■テーマ： “医療過疎県で生き抜く  

〜医師不足の現状と対策〜”  

■講師：  坂根 M クリニック（つくば市） 院長 

坂根みち子氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本は、病院数は世界一であるにもかかわらず、医

師数、看護師数は極端に少なく、先進諸国の中では最

低レベルであるという現実、さらに茨城県は、人口当た

りの医師数が埼玉県に次いで全国ワースト２であり、

その中でも鹿行地域は一般診療所数、病床数も最も

少なく、高度急性期のベッドがない、つまり心筋梗塞や

脳血管障害などの急を要する患者を救うことができな

い地域であるという愕然とする内容でした。 

医療機関の集約と連携、効率化や、医師や看護師

を育て増やすことなど、医療行政として改善すべきこと

のほか、患者側でも受診行動に改善の余地がないか、

オンライン受診に対応できるか、本当に入院が必要か

などを考えることの重要性が示されました。 

 

基本講座⑤ （2021 年 2 月 9 日） 

■テーマ： “省エネルギーと 

地球温暖化防止活動の歴史” 

■講師： NPO 鹿嶋省エネ研究会会長 田鍋一樹氏 
 

戦後復興期の石炭重視から石油へ移行し、石油危

機を経て省エネルギーを推進してきた歴史の中で、

1997 年に採択された京都議定書により取り決められた

温室効果ガス排出量の削減目標（日本は 6％）を、完

全に達成した事実、そのために各企業が努力してきた

内容をはじめ、エネルギー自給率が 4～6％と先進国

の中で最も低いレベルの日本において、エネルギー効

率はトップクラスを誇ることなどが語られました。温暖

化問題から気候変動問題へと議論が高まる中、一人

一人が意識して過ごすことの大切さを考えるきっかけ

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本講座⑥ （2021 年 2 月 24 日） 

■テーマ： “女性パワー全開！「私たちも言いたい」 

鉾田メロンの現状と将来” 

■講師：  メロン農家の女将 石田かおりさん、 

若女将 方波見裕美さん 
 

メロン農家に嫁いだお二人に、メロンづくりの苦労や

課題について対談形式で率直な意見を述べてもらいま

した。 

「メロン栽培が本格化する春から夏にかけてはハウ

スの温度管理に気を抜くことができず、休み全くがなく

なり、美容院に行くこともできなくなる。」 「半年間の重

労働に対して、収入が見合っていないと感じる。」と言

いながらも、それぞれに市場への出荷だけではなく、ネ

ット販売や、直売所での販売で消費者の反応を聞くこ

とができ、「美味しい。」と言われことを励みにしている

とのことでした。 

日本一の生産量を誇り、品質も最高級の鉾田のメロ
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ンを、もっと全国に知らせたいという塾生の声が上がり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別講座② （2021 年 3 月 7 日） 

■テーマ： “江戸時代の鉾田地方のお医者さん 

〜ゆかりの地をバスで巡る～“ 

■講師： 鹿行地方文化研究会 高埜栄治氏 
 

私たちの住むこの鉾田地域に、『仁』・『赤ひげ』の時

代に生きた医師がいたことを知る人はほとんどいない

と思いますが、高埜栄治氏の資料研究によって幕末に

活躍した塙主齢や石川玄常といった複数の医師たち

がいたことが明らかにされました。しかも身近なお寺や

墓地にそれらの医師たちのお墓が残っていました。 

 

コースの中頃、バスは隣の小美玉市まで向かい、小

川資料館を見学しました。ここでは、江戸時代に水戸

藩が「弘道館」を設立する 40 年も前に小川町に設立し

たと言われている「稽医館」の資料が展示されていまし

た。医師の本間玄調は徳川斉昭に仕え、水戸藩の医

学の発展や民衆の健康や治療に貢献したそうです。 

また徳川斉昭の肖像画も展示されていましたが、現

在放送中のNHK大河ドラマ「青天を衝け」にも登場して

いる重要人物でタイムリーでした。 

 

基本講座④ （2021 年 1 月 28 日から 3 月 18 日に

変更） 

■テーマ： “茨城にいま１万人も… 

シンチャオ！茨城とベトナムの架け橋として” 

■講師： 日本ベトナム友好協会茨城県連合会 

事務局長 村田みのり氏 
 

前半はベトナムについ

て国の概要説明や、首都

ハノイをはじめ、中部のフ

エ、ダナン、ホイアン、南

部のホーチミン、ミトーな

ど各地域の様子が美しい

映像と共に紹介されまし

た。「ベトナムでバイクの

ことをなんと言うでしょう？」

という問いに対する答え

は…「ホンダ」でした。ヤマ

ハのバイクでもホンダと呼

ぶそうです。 

受講生から「ベトナムに行ってみたいね。」との声が聞

こえました。 

日本ベトナム友好協会茨城連合会の活動紹介の後、

後半は技能実習制度についての問題点や、技能実習

生の置かれている現状などについて話されました。 

特に実習生の労働力によって農業が成り立っている

と言っても過言ではない鉾田市では、知っておかなけ

ればならない重要な内容でした。 
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ベトナムから入ってくる技能実習生は、まだ二十歳

そこそこの若い青年たちで、多額の借金をして送り出し

期間に支払い、夢と希望を持って日本にやって来ます。

家族に仕送りをし、親に家を建てたいと懸命に働こうと

している人がほとんどです。単なる労働力ではなく、同

じ人として実習生と接していかなければいけないと痛

感させられた講座でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本講座⑦・卒塾式 （2021 年 3 月 26 日） 

■テーマ： “公共施設を実験台に ― 常総市の公民

連携とトライアルサウンディング” 

■講師： 常総市産業振興部農政課主事 平塚雅人氏 

（「地方公務員が本当にすごい！と思う地方公務員ア

ワード 2019」を受賞） 
 

常総市で平塚さんが行ったのは「トライアルサウンデ

ィング」という取り組みで、公共施設を民間事業者に無

償で貸し出し、そこで得られた経験や知見、市場性を、

本格利用の際に生かしていくというもので、実際に、運

動場で実施した「かけっこキャンプ」というイベントには

東京や神奈川から多くの家族が参加し、また、今流行

りのグランピングも行われ、しっかりと経済性も確認で

きたとのことでした。 

公共施設の暫定利用を可能にすることで、自治体は

民間事業者のスピード感やアイデアを取り入れること

ができ、県外からの新たな集客も見込めるという事業

形態は、同じような現状を抱えている地方自治体にと

っても希望的です。従来の固定された枠組にとらわれ

ることなくチャレンジすることで新たな可能性を生み出

すことができると感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座終了後に行った卒塾式では、まちづくり推進会

議会長の挨拶、ご臨席いただいた岸田一夫鉾田市長、

石﨑智恵子教育長の来賓挨拶、修了証及び皆勤賞の

授与と、塾長式辞で、全てのプログラムを終了しまし

た。 

FB 年間第 2 位  鉾田市外国人労働者に対す
る支援活動のお知らせ 

エンゲージメント 60  リーチ 466 
 
日本ベトナム友好協会茨城県連合会主催の標記活

動に、鉾田市まちづくり推進会議も協力しました。 
FB でも大きな反響がありました。 
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コロナ禍の中、感染防止にご協力の上、受講してく

ださった塾生の皆さんには心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 21 期ほこた塾 卒塾式 
（左上から時計回りに）川又会長、岸田市長、石﨑教

育長、雜賀塾長、熱く語る塾生 髙橋さん 

 

 

部会長  深作和則 

令和 2 年度私たち仲間づくり部会の活動としまして

は、新型コロナウイルスの感染状況を注視しながら 2

回のミニ婚活を開催しました。10 月に大洋公民館にて

感染対策に配慮したトークを中心としたミニ婚活を開催

し、結果として 1 組のカップルが誕生しました。１月に予

定していた、ほっとパーク鉾田でのパークゴルフミニ婚

活は、当時の感染状況を鑑みいったん中止としました

が、3月に同じ内容で開催することができ、ここでも 1組

のカップルが誕生しました。 

コロナ禍のため職業上参加できない方も多数いると

思われ、特に女性の方に参加していただくのに非常に

苦労したことを考えますと、リモート婚活等も検討して

いってもいいのではと部会では考えております。そのよ

うな点を踏まえまして、次年度は非対面婚活の構想と、

引き続き少人数によるミニ婚活を開催しなるべく多くの

方々に出会いの場の提供ができるよう工夫を重ねてい

きますので、独身の方は是非気軽に参加していただき、

素敵なお相手と巡り合っていただければと思います。 

最後に私たち仲間づくり部会では婚活ボランティア

スタッフを募集しています。老若男女問わず一緒に婚

活事業を企画運営し鉾田市の婚活を盛り上げていきま

しょう。 

 

 
大洋公民館でのミニ婚活のパンフレット 

QR コードを導入して申込みの利便性を高めました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

仲間づくり部会 
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部会長  大木繁夫 

令和 2 年度は、国及び県の新型コロナウイルス対策

方針に従い、令和 2 年 4～5 月及び令和 3 年 1～2 月

においては、集まって行う形式での活動を中止としまし

た。そのため、4 月の総会は郵送にて書面により実施

させていただきました。5 月のカンムリカイツブリの人工

浮巣設置は中止、鉾田市の公用バスをお借りして実施

する移動研修は、先の見通せない状況から未実施とし

ました。それでも、毎月定例の自然観察会を 10 回、北

浦北部の清掃活動を 4 回実施し、例年と遜色ない活動

を継続することができました。 

北浦北部の清掃活動の一環として昨年度から取り

組みを開始した、特定外来生物（オオフサモ等）の駆除

については、オオフサモの繁殖を水際で防ぐことに成

功しており、確かな手応えを感じている所です。今後は

同じく特定外来生物であるオオキンケイギクの駆除に

も力を入れる必要があると考えています。 

 

 

 

 

 

 

ミサゴ（準絶滅

危惧）が北浦上

空を旋回し、 

急降下して魚

を捕る様子を

観察 

 

北浦北部におけるカンムリカイツブリの最近の繁殖

状況は芳しくありません。誕生した雛の数は、昨年度

は 0 羽。今年度は 1 羽誕生したのですが、残念ながら

若鳥まで育ちませんでした。また、涸沼へのオオワシ

の来訪も今期ついに途絶えてしまいました。危機感を

持って保護活動に取り組まなければなりません。 

自然環境部会 

大洋公民館でのミニ婚活の様子 
ここからカップルが１組誕生しました。 

 

FB 年間第 3 位  北浦北部の自然観察会
（2020 年 12 月 13 日） 

エンゲージメント 47  リーチ 192 
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白鳥でも紅葉でもなく、

なぜかこのスナップが、 
エンゲージメントを集

めました。 
 

 

 

 
北浦北部における特定外来生物（オオフサモ） 

の駆除作業 （2020 年 6 月 14 日） 

 

 

 

北浦北部のカンムリカイツブリの親子 
（2020 年 6 月 28 日撮影） 

今期一羽だけ雛が生まれましたが、残念ながら、この

雛が若鳥となった姿を見ることはできませんでした。 

 

編集後記 

令和 2 年度はコロナ禍ではありましたが、「コロナに

負けるな」の合言葉の下、第 21 期ほこた塾も 8 割の講

座が開催でき、他の部会も同様に活動ができました。

準備万端の末、実施できなかった新春教育フォーラム

についても、この紙面にて私達が問いたかったことをお

伝えできたものと思います。 

また、我が鉾田市の歴史的建造物であります、鳥栖

無量寿寺にまつわるお話しをご紹介することで、先の

火災で烏有に帰したことの重大さを知っていただき、再

建に向けた志を皆さんと共有する一助となれば幸いで

す。 

今後も、各部会活動紹介とともに、鉾田市で起きて

いる様々な話題について、鉾田市まちづくり推進会議

ならではの視点で、情報を発信していきたいと思いま

す。                       （田口裕之） 

 

新型コロナウイルスの感染拡大によって、これまで

にないスピードで世の中が変わり、生活様式もガラリと

変わりました。今年度の活動を通して、これまでの固定

観念に囚われず、頭を柔らかくして発想の転換をする

ことの大切さを実感しました。 

ほこた塾の講座の終わりに実施したアンケートでは、

シニア世代の多い塾生でも 9 割以上の人がスマートフ

ォンを持ち、LINE を利用していることがわかりました。 

来期もさらに新たな世界に挑戦していきたいと思い

ます。                      (雜賀美丘) 

 

休刊状態にあったIPPOを復活させようと、2015年度

に広報部会に加わり、6 年間に渡って 13 号から 18 号

までの編集に携わりました。広報部会は今期で廃止と

なり、次年度から運営委員会での新たな体制で IPPO

の作成が行われる予定です。自分にとってこの 18 号

が活動の区切りとなります。これまで色々とお世話に

なりました。有り難うございました。     （大木繁夫） 

FB 年間第 4 位  自然観察会 ～池花池＆白
鳥湖～ （2020 年 11 月 29 日） 

エンゲージメント 46  リーチ 83 


