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ＴＥＬ　０２９－３０１－６１２５　　　ＦＡＸ　０２９－３０１－６１２９

ＵＲＬ　http: / /www.ibakyogo.jp　　　Ｅ-mail  info@ibakyogo.jp　　　　

　
ひまわり（鉾田市台濁沢）

　ひまわりは、夏や太陽をイメージし、また食用や
花卉として生産されており、鉾田市をはじめ国内で
は４４の市町村がひまわりを市の花に指定しています。
　花は一重や八重、草丈は約３０センチから２メートル
と様々な種類に分かれます。小さな花はフラワーアレ
ンジとして、また地域のイベントでは、ひまわり畑や
迷路としても楽しめます。花が若いと一斉に太陽の方
を向くことから、ＳＮＳ等でも人気の花です。
　観光いばらきフォトライブラリー（鉾田市）から
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令和３年８月１０日長寿会員だより　第５０号（２）

申込期限
８月20日（金）必着

１　第５０回退教互ゴルフ大会
期日：１０月１日（金）定員９６名（予定）　主催：茨城県教職員互助会

参加費　　長寿会員 　１２,８００円（参加補助なし）

会　場　　宍戸ヒルズカントリークラブ　東コース
　　　　　笠間市南小泉１３４０

集　合　　７時３０分から
　　　　　（スタート８時予定）

ご案内　　キャディー付き・昼食込みの料金です。
１ラウンドの前半９ホールで、新ペリア、シニアベター
により順位を決定します。
プレー終了後、お帰りの際それぞれに各賞をお渡しし
ます。（表彰式は行いません）

２　紅葉の高尾山ハイキングと温泉を楽しむ旅
期日：１１月６日（土）定員２０名　添乗員同行（予定）

参加費　　９,０００円（昼食付）　取扱旅行会社：名鉄観光サービス（株）水戸支店　水戸市泉町２-２-３３（観光長官登録旅行業第５５号）

日　程　　（青色が乗車地となります）
　　　　　水戸駅南口（６：００）→ 土浦駅東口（７：００）→ 菖蒲 PA（休憩）→ 
　　　　　高尾山ハイキング〈 一号路 表参道コース たこ杉・薬王院・さる園・天狗の腰掛杉・仏舎利 〉（片道約１００分）
　　　　　→ 高尾山山頂付近で昼食（１２：１０～１３：１０）→ 下山開始 → 高尾山温泉『極楽湯』（１６：４０頃）
　　　　　→ 菖蒲 PA（休憩）→ 土浦駅東口（１９：１５頃）→ 水戸駅南口（２０：００頃）

【ご案内】
高尾山で一番人気のハイキングコース（１号路）を現地ガ
イド付で散策します。自然と歴史を感じながら、さる園、
タコ杉、薬王院などを巡ります。赤や黄色く色づくイロハ
モミジの景色と共に高尾山ハイキングを満喫したあとは、
疲れた身体を高尾山温泉「極楽湯」でゆっくり癒していた
だきます。
★行動食を持っていくことをおすすめします。

※ 新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、観劇・相撲は募集を行いません。

前回上位者
　優　勝　大野　政治　70.0（ネット）
　準優勝　曾澤　　勤　70.4（ネット）
　３　位　鯉渕　　勲　70.4（ネット）

前回上位者
　優　勝　大野　政治　70.0（ネット）
　準優勝　曾澤　　勤　70.4（ネット）
　３　位　鯉渕　　勲　70.4（ネット）

１　参加資格　長寿会員とその配偶者
配偶者の方が会員になっていないときでも、会員と一緒に申込
みができます。

２　申込方法
同封の「ときめき参加申込書」で郵送にて申し込みください。（ＦＡＸでの申し込みは不可）
１コースにつき１枚の申込書を作成してください。（複数申し込むときはコピーをしてください）
会員同士のグループで申込みするときも、１枚の申込書に連名で記入してください。

３　送　付　先 郵送先　〒３１０－８５８８　水戸市笠原町９７８－６　（一財）茨城県教職員互助会　業務課

４　そ　の　他

○参加希望者が定員を超えたときは、抽選により決定します。
○現地集合となるコースは、施設まで移動する際には各自感染症対策をとって行ってください。
○日帰り旅行のコースは、感染症対策としてバス車内にて、アルコール消毒、検温、バス内
での座席のソーシャルディスタンスを確保する予定です。
○日程や定員については、諸事情により一部変更になる場合があります。
○今回募集する事業について、事業遂行上、各関係機関に参加者の個人情報の一部を提供す
ることになります。
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茨城県魅力探しの旅 ～茨城県にあるぜひ訪れてほしい観光地をご紹介～

御 岩 神 社 

茨城県の東の山間にそびえ立つ御岩神社。
宇宙から光の柱が見えたという不思議なエピソードがあり、
生気・直観力・霊性アップのパワースポットで知られています。
創建時期は不明ですが、「常陸國風土記」に記載され、奥宮か
びれ大神宮は初代徳川頼房公が出羽三山を勧請し、水戸藩主
が代々参拝するのを常例とされていたという、とても古い歴
史を持ちます。
鳥居をくぐると木や苔が自然の恵みのように生い茂り、それ
までの空気が変わり、神がそこに存在するかのように感じら
れます。
境内は仏像が多く現存し、遺跡や催事内容からも神仏習合が
色濃く残っていることが窺えます。

御岩神社に行くには仁王像
が待つ楼門をくぐります。
門の一層天井には日天月天
図が描かれています。

★住所：日立市入四間町 752 （常磐道日立中央 IC から車で約 10 分）
★参拝時間：6：00 ～ 17：00（登拝：6：00 ～ 15：00）　★公式 HP：http://www.oiwajinja.jp/

推定樹齢６００年の三本杉周
囲９ｍ、樹高５０ｍあり、幹
が３本に分かれています。
かつて天狗がいたという逸
話から天狗杉ともいわれま
す。

斎神社にある天井画の雲龍
図は、茨城県北芸術祭の出
品作として２０１６年に岡村美
紀氏により描かれたもの。
訪れた際は天井を見上げて
みてください。

↑かびれ大神宮

登山道 →
天照大神が祀られている「か
びれ大神宮」に行くには登山
が必要です。片道１時間程度。

御岩神社　回向祭について
回向祭とは、子孫である私たちが一心に祈りを捧げること
により、神様、仏様、ご先祖様に守護していただける祭礼
のこと。御岩神社特有のお祭りで、大日如来像が公開され
ます。年に２回、４月と１０月に行われます。

え  こう さい

先祖

子孫

神仏

＼日立市内のおすすめグルメ情報／

お店の敷地内にあるおいしい湧き水
を使い、おからの素材を最大限に生
かしたドーナツ。土日だと夕方には
約２５０パックが売り切れてしまうほ
どの人気。御岩神社の近くにあるの
で、帰りに寄ってみてください。

●住所：日立市入四間町 821-1
●営業：9：00～ 16：30（火曜定休）
●電話：０２９４-２２-６０２５

おからドーナツ
（名水亭 なか里）

デリシャスという名前の大きなロール
ケーキ。見た目はシンプルながら、一
口食べてみるとすっきりとした甘さの
クリームが口に広がります。大きさに
とらわれず、気づいたら一気に食べて
しまえる美味しさです。

●住所：日立市成沢町 3-17-18
●営業：9：30～ 18：30（火曜定休）

ロールケーキ「デリシャス」
（かずみ）
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国民が安心して暮らせるための社会保障制度の確立等を求める

陳情署名にご協力をお願いいたします
　全国教職員互助団体協議会（略称「全教互」）は、１９７３年（昭和４８）年度から、毎年、「国民が安心し

て暮らせるための社会保障制度の確立を求める陳情」を、厚生労働省等の関係省庁や政党代表、衆・参国

会議員に対して行っております。

　教職員の定数改善や労働環境の改善をはじめ、私たちの生活に直結するさまざまな問題（定年の延長や

少子化対策、年金、医療、介護、生活の安定）などの社会保障制度の確立と改善を求めて、各都道府県の

互助団体が陳情を実施する予定です。

　皆様一人ひとりの署名が大きな力となりますので、同封の陳情署名用紙に記載されております趣旨にご

賛同いただき、ご本人及びご家族の方にご署名の協力をお願いいたします。

　署名いただいた用紙は８月２７日（金）までに、茨城県教職員互助会事務局（表紙住所）へ送付くださる

ようお願いいたします。

ク ロ ス ワ ー ド パ ズ ル タテ・ヨコのキーをヒントにパズルを解いてグレーの
二重枠の答えを当ててください

答え　〇〇〇〇

会員番号

氏名

感想、または

ご意見など

１　アルバイトの定番？　便利な

お店

２　みんななりたい？　スモール

フェース

３　天に任せる

５　針と糸とサオで魚をゲット

６　殺陣を教える先生

８　大学生のアルバイトの定番

１１　レジェンド

１３　海外へ行って〇〇ボケ

１５　仕事をしてひたいに光る〇〇

は美しい

１７　発掘のアルバイトもある

１９　〇〇〇〇津々

２０　〇〇〇多様

２２　消防車を呼べ！

２４　ミュージシャンになる、とい

う〇〇を追いかけていまだに

バイト暮らし

２５　トイレでたす

１　校則でバイト禁止の所もある

ハイスクール

４　久しぶり、ご〇〇〇でした

７　目の病気はここへ

９　「糧」と書く

１０　ＤＶＤの前は〇〇〇のレンタ

ルショップでアルバイト

１２　アシスタントのバイト、宙に

浮いたりハトを出したり

１４　〇〇の一字で耐える

１５　バイト仲間に「おはよう」

１６　通信簿があがったら夏休みの

バイトを認めよう

１８　文明の〇〇とは便利な道具

２０　〇〇〇がない、面目を保てない

２１　仕事以外の自由な時間

２３　甲子園の〇〇〇〇〇〇でアル

バイト

２６　ビルの掃除のアルバイトでピ

カピカにするフロア

２７　まかないの「ごはん」が出る

アルバイトも

２８　アルバイトで稼いだら泳ぎに

行くぞ

【応募方法】　　（応募期限８月２０日必着）
郵便はがき、またはＦＡＸでご応募ください。宛先は、表紙の本会住所まで。
正解は、次号で発表します。
★正解の中から抽選で２０名の方に１,０００円の図書カードが当たります★
なお当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。
併せて会報の感想やご意見もいっしょにお寄せください。

【４月第１２０号のクイズの解答と当選者】
解答：タンシンフニン　
応募総数２３６通のうち、２３５名の正解がありました。
厳正な抽選の結果２０名の方に図書カードを送付いたしました。

たてのキー　⬇ よこのキー　➡
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悠遊リゾートクラブ情報悠遊リゾートクラブ情報

那須高原りんどう湖ファミリー牧場
＼「契約法人優待券を提出」すると、下記区分で入園料、または入園+エンジョイパスが割引になります／

※契約法人優待券をご希望の方は互助会までご連絡ください。

～ご紹介～
りんどう湖を中心とした大自然に囲まれたレジャー
施設。牧場やアトラクション、グランピング・キャ
ンプ施設があり、夏には湖畔で花火大会が開催され
ます。また、りんどう湖の遊覧船で園内や那須高原
の景色が一望できます。牧場ではエサやり体験や乗
馬、乳牛の乳しぼりなど動物と楽しくふれあうこと
ができ、大人も子供も楽しめる施設となっておりま
す。
公式 HP：https://www.rindo.co.jp/

牧場体験
乳しぼり、エサ（ミルク）あげ、乗馬、小動物とふ
れあいなど様々な種類の動物たちと交流体験ができ
ます。
４月３０日よりうさぎと触れ合えるコーナーが誕生し
ました。

フード　
「みどりちゃんのジャージーミルク館」

ロイヤルジャージー牛乳で作った
濃厚なソフトクリームや、りんど
う湖特製の本格フォンデュチーズ
を使用した大人気のチーズフォン
デュドックがおすすめです。

「レストラン ラ・スイス」
オムライスやパスタ・丼など、
自家製ジャージー牛乳を使った
幅広いメニューが選べます。

ショップ　
「那須の恵み Mekke! Marché」
「那須高原りんどう湖ファミリー牧場」の恵みを
ぎゅっと詰め込んだ商品が揃えてあります。

アクセス
〒325-0397 栃木県那須郡那須町高久丙 414-2

（乗用車駐車場 2,000 台有）
那須 IC から約 10 分
那須高原スマート IC から約 15 分 （那須高原スマート IC は ETC 専用となります。）

入園料 入園 + エンジョイパス

大人（中学生以上） 1,600 円から 1,200 円 4,900 円から 4,200 円

小学生    800 円から   500 円 4,100 円から 3,500 円

幼児（3 歳～未就学児）    800 円から   500 円 3,000 円から 2,400 円

シニア（65 歳以上） 1,100 円 4,400 円
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『人の師を得ざれば学ばざるに如かず』―――師資相承は私の務め②―――
　平成１０年度茨城県学校長会　会長　M・N　

　誰もが楽しみにしていたのは修学旅行だった。六月から下調べが始まった。その発

表会が間近になった時、小川繁造が「俺ん家は金がないから行けない」と言い出した。

推して知るべし、誰もがそんな境遇にあった。その時、始業式での担任の言葉が頭を

よぎった。

　わら紙に「戮力協心」と大書して掲げ、「私は三年の担任になった小暮富雄です。こ

の戮力協心とは、力や心を合わせ団結することです。どんな苦衷の中にあっても三十

九人、この精神でいけば叶わない願いなど断じてない。希望に燃えれ、終り。」と。独特な語り口と言

葉が胸奥に深く響き、その光景は今も脳裏に浮かぶ。とは言え、どうすれば小川と一緒に行けるのか、

級長の私は悶々とした日を過ごしていた。そんなある日、小川が家業の手伝いで休んだ。この時とば

かりに放課後全員で話し合いをもった。黒沢が「みんなで働くべ、ハーベスターで掘り起こした芋拾

いくらいできるべさ」と口火を切った。みんな同意した。協力してくれる農家探しまで話が進んだ。

あとは先生の許可を得るだけだ。ミノちゃん突撃開始だ行ってこいと背中を押してくれた。戮力協心

に一縷の望みはあったが冷や汗が出た。「先生、小川君が修学旅行に行けないと言っています。みんな

で働いて一緒に行きたいのです」と言ったら、「なに、働く？やってみれ‼」と即座に言った。クラス

の動きを一部始終承知しているかの如くで私は呆気にとられ言葉を失った。そばにいた校長先生が、「友

情だなあー」と言ったのを聞いて、すぐ職員室を出た。翌日から協力農家さがしを始めた。悪戦苦闘

するも戦果なし。「収量が半分になる」「踏みつけられるのが落だ」がその理由だった。途方に暮れて

いた数日後、先生が飛んできて「決まった、渡辺農場だ」

と叫んだ。「いがった」と泣く友、みんな先生に敬意を表し

礼をした。九月半ば、腰に弁当をくくりつけ農場へ、三日

間汗を流した。こうして全員での無二旅行となった。卒業

式後の謝恩会で小川は「俺は修学旅行のこと一生忘れませ

ん」と言うなり大きな声で泣いた。涙が机に流れた。先生

も泣きながら小川に近づき「小川、いくつになっても同級

生だ、お互いの心の財だ、気にするな」と肩に手を置きな

がら大声で言った。先生の勇気と知恵と慈愛を生命に刻み

込んだはずの私だが、いかほど生徒に還元できただろう。

師資相承は後進に夢を託するに至った。無念。

いつも元気（したいこと、できること、やれること）いつも元気（したいこと、できること、やれること）

会員からのおたよりコーナー会員からのおたよりコーナー

■最近めっきり字を書く機会が減りました。漢字

も忘れがちです。このパズルのおかげでペンが持

てます。これからもよろしくお願いします。

■子供達の結婚式や引越しにもいかず、ラインで

届く写真だけで何となく状況を理解する２年間で

す。

■今年３月に携帯電話をガラ携からやっとスマホに変えました。新しいことにチャレンジするには相当抵

抗がありましたが、時代には逆らえないと思い切りました。頭の若返りも兼ねて。不安を感じながらの操

作ですが、せっせとスマホ教室に通っています。

１９５３年修学旅行 登別温泉地獄谷にて


