
 

 

   

      

     

  

 

 

 

 

   

 

  

   

   

 

  

   

 

     

  

    

   

平成28年 ６月８日～９日 

木更津市立真舟小学校 5年生  

（ 5年生)105名 引率6名）  

 

 

  

  

  

 

  

 

    

    

  

  

  

 

「★上総掘り体験はじめます★」 

「上総掘り」は千葉県君津市の小糸川流域や小櫃川流域で明治時代に完成された技術です。竹ヒゴを

利用し 200 間（320m）以上掘り進めるこの技術はその後日本全国に広まり、今では水不足で困ってい

る東南アジアや南アフリカの国々で活用されています。君津亀山少年自然の家に設置された上総掘り

用のやぐらを使用し、世界に伝わる日本の伝統技術の体験をしてみませんか？ 

○対象：小学生（4～6 年生）～大人向け 

○対応人数：15～50 名程度 

○費用：無料 

○準備物：軍手、汚れてもいい服装 

きみかめ HP  http://kimikame.net/ 

  

キャッチを入れる 

 

 

 

 

千葉県立君津亀山少年自然の家 所報 平成 30 年 4 月 
292-0526  君津市笹字片倉１６６１-１ 

ＴＥＬ：０４３９-３９-２６２８    E-mail: info@kimikame.net 
ＦＡＸ：０４３９-３９-２６０９    HP：http://www.kimikame.net                                              

「きみかめ」は千葉自然学校グループが県指定管理者として運営しています。 

                                                

 

バックナンバーもご覧になれます！ 

 
Facebook：https://www.facebook.com/kimikamesizen 
Twitter：@kimikamesizen 

                    
 

 

 

 
 

 

きみかめ便

り 
 

～千葉県立君津亀 

 はじめまして。こんにちは。４月からきみかめで新卒として勤務することになった渡部衿香と申します。キャン

プネームはなべちゃんです。出身地は山形県で、北海道の大学に３月まで在籍しておりました。 専攻は生態学で、

植物生態学の研究室で草や木の調査を主にしておりました。 

 趣味は、読書、旅行、写真を撮る事、美味しいものを食べる事などです。料理や 

お菓子を作ることも好きなので、今年は実際に自分で梅干しやお味噌を作りたいと 

思っています。学生時代はずっと吹奏楽やマーチングバンドに所属していたので、 

音楽も大好きです。 人と自然と深く関われるきみかめのような場所で働けること、 

以前からの夢でしたので、とてもわくわくしています。きみかめで見かけたら気 

軽にお話ししましょう！春からよろしくお願ます。    渡部（なべちゃん） 

 

 

 

 

                                

「スタッフ紹介」 

 

「平成 30年 4月の予約受付対象期間のお知らせ」 

【県内団体】H31 年 3 月までのご予約まで可能です！                       

※夏季期間（7 月 14 日～8 月 30 日）は予約受付中！ 

【県外団体】H30 年 12 月のご予約まで可能です！  

※夏季期間（7 月 14 日～8 月 30 日）は予約受付中！ 

●29 年度より県内団体の予約受付期間が「11 ヵ月前の 1 日～」に変更となっています。 

ご予約の際はご注意ください。 

 

きみかめ近況報告 

 

 

 

 スタッフコラム 

 

地元 PICK UP！ 

「デーハンニャ」 ～きみかめの仲間として頑張っているスタッフを紹介します～ 

 

きみかめ 検索 

詳細はきみかめ HP 

をご覧下さい 

「デーハンニャん時分になれば竹ん子なんかボコボコ出てくっよ！」 

毎年この時期になると、ののさん（この辺りで曾祖父母のこと） 

がよく言っていたこの言葉を思い出します。皆さん意味わかります 

か？時分”から後は皆さんにもなんとなくわかると思いますが、問 

題は出だしの部分『デーハンニャ』ではないでしょうか？『デーハ 

ンニャ』とは『大般若会』のことなんです。 

草川原にある三石山観音寺では、毎年４月１８日に『大般若会』が 

行われます。祖父に聞いたところによると昔は結構大きなお祭りで、 

三石山の表参道に露天が出ていて、貰った 5 銭を握り締めわくわく 

しながら登っていったそうです。『デーハンニャ』は亀山では、春真 

っ盛りを意味するとても季節感のある言葉になっているんです。 

 今年も『デーハンニャ』の時期がやって来ました。花々が咲き乱れ、 

竹の子も真っ盛りのにぎやかな季節です。 

皆さんも一度『デーハンニャ』の三石山観音寺へ参拝してみませんか？                                      

 

 

 

村岡（むらさん） 

きみかめ便り 
～千葉県立君津亀山少年自然の家 所報～ 

 4 月に入り、入学・就職など新しい生活を迎えられる方がたくさん 

いらっしゃると思います。きみかめにも新しい職員が入ってくること 

になりました。私は、平成 20 年度からここに勤務をしておりますの 

で、今年で 11 年目の春を迎えます。長く同じ仕事・職場に関わって 

いると、生まれてくるのは「マンネリ」と「慣れ」。ここに来た子ど 

も達に対して、初めてカレー作りの説明をした時、初めてプラネタリ 

ウムを投影した時、初めてイベントを実施した時･･･。こうした時に 

感じていた緊張感は今では感じることはなくなりました。 

ずっと緊張しながら仕事をしていたら、体がおかしくなってしまいますが、それでもある程度の緊張感は持って

いたいものです。カレー作りやプラネタリウム、やっていることは同じでも、相手(利用者)は毎回変わります。

同じ小学校 5 年生でも誰一人として同じ子はいません。 

こうしたことを考えながら日々の仕事に向き合っていきたいと思います。仕事で関わらせていただく全てのこ

とを、「マンネリや慣れを生むもの」ではなく、「次に活きる経験」として前へ進んでいきたいと考えています。 

                                          所長 庄司                                     

 

 

http://kimikame.net/
mailto:info@kimikame.net
http://www.kimikame.net/
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季節の星だより★ 

 

 

 

 

 

 きみかめ人気の主催事業のひとつ、「上総七福神めぐり」が開催されました。当日は朝 8 時君津駅をバス（き

みかめ号）で出発し、木更津１ヶ寺、富津 2 ヶ寺、君津 4 ヶ寺の 7 ヶ寺をめぐり、祀られている七福神を詣でて、

「福」を授かりました。また、午後の出発前には創作室で職員による「般若心経のお話」を皆様が熱心に聞き入

っておられたのが印象に残りました。途中のお寺さんではご住職の法話や檀家の方々による「お接待」も受けな 

がら、バス車内での職員による解説も楽しんでいただき、夕方 4 時、予定通り君津駅に戻り解散となりました。 

                                        小澤（らっきょ）       

 

                        

  

 

『石釜をつかった 

本格ピザづくり』 

「きみかめ通学合宿」 2 月 7 日（水）～10 日（土）  参加者：5 人 

 

 

お 2月 7日（水）から 10日（土）の 3泊 4日で「きみかめ通学合宿」を実施しました。学校に通いながら、きみ

かめに泊まって 4 日間生活します。通学合宿では、食事準備などの生活のすべてを自分たちで行います。きみか

め近隣の小学校は年々、児童の数が減少していますが、今年度も少ない参加者ながら開催することができました。

地元で小さい頃から一緒に成長してきたこともあり、息もぴったりでなごやかに活動することができました。2

日目と 3 日目の夕食を自分たちでメニューを決めて調理。普段台所に立たない子もいましたがすばらしい出来栄

えでした。通学合宿は年度ごとに活動が異なり、今回は自然の中の野生動物がメインテーマ。夜の野生動物の調

査体験や猟師さんのワナ猟見学など学校では体験出来ないことにチャレンジしました。  飯塚（まりも）       

工藤（しんちゃん） 

 

 

                                            

 

 

 

 

 『カラス座』 

 春を代表する星の並びに『春の大曲線』というものがあります。北斗七 

星の柄の部分を伸ばしていくと滑らかな曲線となり、この曲線は春の夜空 

のシンボルとなっています。今回は春の大曲線を延長した先の、『カラス 

座』という星座を紹介したいと思います。あまり聞きなれない星座だと思 

いますが、鳥の名前を持つ星座は数多くあります。全天で 88個の星座が 

ありますが、その内の 9個が鳥にまつわるものです。カラス座は 4つの三 

等星で構成され、いびつな台形をしています。ギリシア神話に登場したカラスで、美しい銀色の翼を持ち、人

の言葉を話しました。ある時、神様に嘘の話をしたため、罰として翼は黒くされ、ただ「カーカー」としか鳴け

ないようにされてしまいました。空に磔にされ、その杭だけが夜空に輝いて見えるのです。  花香（ハナ） 

 

  花香(ハナ) 

～春の星の魅力をスタッフ花香がお伝えします～ 

 

 所長のお天気コーナー 

 【春に 3日の晴れなし】 

「上総七福神めぐり」2 月 23 日（金) 参加者：36 人 

 

天気に関することわざに「春に 3日の晴れなし」という言葉があります。これは、春の晴天は 3日ともたない。

天気が変わりやすいという意味です。冬の間は西高東低の気圧配置が多く、大陸に強い寒気をもつ高気圧、日本側

に低気圧となり、強い寒気が日本にやってきます。これが春になると、大陸の 

強い寒気をもった気団(シベリア気団)が弱まり、暖かく乾燥した気団(揚子江 

気団)が発達します。これがちぎれて、日本にやってくるのが移動性高気圧で 

す。この移動性高気圧の前後をはさむような形で低気圧があり、偏西風にの 

って低気圧⇒高気圧⇒低気圧と交互に日本を通過するのが春の気圧配置の特 

徴です。 

 イラストのように、高気圧が三角形の「おにぎり型」で低気圧との距離が近 

いと、「今日は晴れ、明日は雨」のように毎日天気が変わっていきます。おにぎりがもっと横に広くなれば、その

分晴れ間が増えます。また春は気温にも要注意！冬にもどったような寒さから初夏のような暖かさに急激に変化す

ることもあります。刻々と変わっていく天気の中、体調管理にはお気をつけください。   庄司（しゅれっく） 

 

 

 

～天気博士の庄司所長による 

ちょっとためになる空の話をお届けします～ 

 

きみかめで体験できる、いちおしの 

ア ク テ ィ ビ テ ィ を 紹 介 ！ ！ 

 

 

 主催イベント報告 

 

食堂だより 

 

～「食」に関する様々な情報をお伝えしていきます！～ 

   3月中旬に木蓮が例年より早く咲き始めました。急に暖かくなり、皆さん体調など崩 

していませんか？さて、きみかめには上総七福神めぐりという人気の主催事業があり 

ます。食堂でも七福神めぐりにあわせ、特別メニューを提供しています。今回好評だ 

った、冬野菜のクリーム煮に入っていた【おから団子】のレシピをご紹介いたします。 

①生おから 50ｇ・片栗粉 40ｇ・青のりと塩適量を一緒のボールで混ぜる。 

②水（30～40ｃｃ）を少しずつ入れ混ぜ合わせる。 

③団子状に形成…あまり大きいと中まで火が入るのに時間がかかるので直径 2ｃｍ位。 

④沸騰した湯に団子を投入し、浮き上がってきたら火を弱火にして 3 分位したら、取り出す。 

⑤別調理した料理に入れて完成（今回は、クリーム煮に入れて提供しました。）    江澤（おしょうさん） 

 

 

新規アクティビティを紹介します！以前からあるドラム缶の大きなピザ釜とは別に石窯が登場しました。きみ

かめ主催事業に集まっていただいた約 50 名の地域の方で、多くの時間を費やし２窯が完成しました。 

主催事業やスタッフ研修でピザやパン作りを通して、温度管理や薪のくべ方を体験し失敗や成功を繰り返してき

ました。やっと皆様にご提供できるようになりましたので「きみかめアクティビティ集」に載せることとなりま

した。ドラム缶でも石窯でもみんなで作り焼いたピザは絶品のはず。ぜひ石窯にもチャレンジしていただきたい

と思います。窯から引き出したあつあつのピザをみんなでほおばるなんて素敵だと思います。  佐藤（アリ）     

 

低 

高 

低 


