隊﹂︵石井喜三郎会長・

イノシシが棲息している

可能性もあるという︒

年毎にガイド養成講座を
行っていて︑今回ガイド

月から９カ月にわたる講

として巣立つのは昨年４

︶は

﹁長柄の南郷上ノ山公園

三井修副隊長︵

にも夜間現れている︒夜

と推測されている︒
隊員らは週２回の巡視

人︶は逗子・葉

や草刈りなどの作業に追

隊員約

︶の

山・横須賀にまたがる二

の山には入らないでほし

子山山系︵６６０
われており︑電気柵での
い﹂と注意を促してい

山田会長は﹁ルールを

座を終了した 人︒

自然や農作物を守るため
防御は農作物を守るには

日頃の接客が評価され大会優勝

出場︒本大会には︑関東

湘南信用金庫 鎌倉営業部

顧客対応の技術向上を

・甲信越から 金庫が出

持ち時間は 分間︒顧

場した︒

図る目的で開催されてい

る第４回関東信用金庫ロ

客役の佐藤智之副部長

が︑金庫渉外係役の森川

日︑東京都内で

睦部長代理に相談を持ち

たので日頃の実績が認め

部のみんなの協力があっ

賛はひときわだったとい

てこそ﹂と話していた︒

られて嬉しかった︒営業

出場した２人は﹁普段

う︒

の接客の延長戦上で演じ

鎌倉市浄明寺在住の蒲

国後は母校の清泉女学院

麻知子さん︵

ていた︒国際協力にも興

音楽科の非常勤講師をし

かける設定で︑２人の明

月からＪＩＣＡ︵国際協

︶が︑１

るくテンポのよい会話

真︒

鎌倉営業部は︑湘南信

味 が あ っ た の で︑ 昨 年

採用された︒トンガでは

春︑ＪＩＣＡに応募し︑

派遣されるのに先立ち︑

力機構︶ボランティアと

選を勝ち抜いて本大会に

るという演技をした︒

レッジで技術力の向上に

蒲さんは﹁不安もある

倉市長を表敬訪問した＝

蒲さんは幼いころから

けど楽しみ﹂と話してい

外係を女性が演じたのは

音楽が好きで︑東京音楽

重点をおいた音楽指導を

庫︒日頃から﹁女性に更

大学声楽科を卒業後︑フ

写真︒任期は２年間︒

なる活躍の機会を﹂と提

た︒

するという︒

唱している湘南信金・石

ランスに音楽留学し︑帰

たかし

渡 卓 理事長に対する称

鎌倉営業部を含めて２金

昨年 月

中高一貫校のタイルルカ

出場した 金庫中︑渉

日︑松尾崇鎌

して南太平洋のトンガに

開かれ︑湘南信用金庫鎌

月

ールプレイング大会が昨

による津波によ

震災から５年たったが︑

年

く交流しながらガイドし

り東北地方で唯

こうした支援は継続して

で︑渉外係が顧客の課題

倉営業部が優勝した＝写

た人が﹃また来たい﹄と

どの長楕円形の葉を放射

一の椿油の製油所を経営

いきたい﹂と話してい

を共有し的確な提案をす

て︑養成班ごとに受講生

受講生代表で七里ガ浜

思うようなガイドになり

状に浮かべる︒花は塊茎

していた石川秀一夫妻は

る︒椿の実は同クリニッ

金全 店舗が参加した予

に修了書を授与した︒

てほしい﹂と期待を述べ

︵Ｋ︶ 守って︑地域の人とうま

光利会長・会員 人︶の

は﹁養成委員の苦労を無

︶

駄にしないよう早く一人

在住の長嶋孝さん︵
イド養成講座

期生のガ

修了式が昨年

前になって︑案内を受け
市教養センタ

受講生たちは１月から

たい﹂と抱負を述べた︒
同ガイド協

て︑４月からガイドとし

３カ月の研修期間を経

から伸びた花柄の先につ

製油所だけでなく跡継ぎ

クへ☎０４６７・

て独り立ちする︒

会は１９９１

え︑ 自 立 支 援 も し て い

てきた技術を障害者に教

所を復活した︒長年培っ

年 に 発 足︒ ３

＝写真︒

ーで行われた

月

日鎌倉

第

33

二子山でイノシシとの戦い
葉山
地道な捕獲活動を続けて

根を食べた掘り起こしが

人が巣立ちの式

た︒

年の捕獲数９頭は︑結成

鎌倉ガイド協会︵山田

鎌倉ガイド協会の養成講座

期生

有効だが倒されてしまう

以前の２０１３年からの

同隊と協力者による昨

いる︒

を受け︑町から委嘱され

捕獲数の半数を占め︑昨

昨年７月に国の補助金

多数見つかった︒

住宅地の公園にも出没
葉山町では約４年前か
らイノシシによる農作物

て罠猟を行っている﹁葉

オスが捕えられ年齢調査

で２歳半と判明︒イノシ

シの成長が加速化してい

二子山地域に仕掛けら

ることも懸念される︒

れた罠は百カ所にのぼる

が︑捕獲数よりも生まれ

頭近くの

る数が上回っているのが

現状で︑現在

ツバキの実を
集めています

る︒そのことを知った酒
井さんは３年前から椿の

き︑白色の花弁をヘビの

の長男も失ったが︑その

０１５

12

への被害が深刻化し︑関
係者らは危機感を募らせ

山町鳥獣被害対策実施
年末には体長１４５㎝ ︑

ている︒当初の上山口や

被害から︑民
体重百㎏ の最大サイズの

木古庭の田んぼや農地の

家に近い場所
にも出没が広

月には

がりはじめ︑
昨年
町役場近くの
東伏見の西公
園の仙元山へ
の登り口付近
で昼間の目撃
があり︑木の

に︑この冬も薄氷のはる

被災地の製油所で
障害者就労支援に

実を陸前高田の就労支援

大巧寺の水盤に咲いてい

鎌倉市雪ノ下のさかい

る＝写真︒

事業所に送って製油して

小さな花をつけるキボウ

も ら い︑ 製 品 に な っ た

ホウヒルムシロ︒清楚さ

内科・胃腸科クリニック

﹁つばき油﹂を販売して

水の中に笹の葉のよう

の酒井太郎さんが︑東日

その売り上げをその事業

な細長い葉を横たえ︑水

レースソウ科アボノゲ

本大震災の被災地・陸前

の中に強さを秘めたよう

トン属の浮葉植物︒喜望

高田市にある﹁青松館せ

所に寄付している︒

面から頭をもたげて白い

峰蛭筵は︑その名前のと

せらぎ椿油工房﹂に送る

ひる

キ ボウ

おり南アフリカの南端︑

椿の実を集めている＝写

むしろ

ホ ウ ヒ ル ムシロ

喜望峰付近が原産で︑蛭

真︒

ウロコのように２列に並

後︑地元の障害者就労支

酒井さんは﹁東日本大
が休む筵という意味で名

べ︑花の上にケシの実を

援施設の協力を得て製油

・０

散らしたように黒いおし

鎌倉の蒲さん
国際協力隊に

31

11

12

57

付けられた︒別名ミズサ

後に建設された

同工房は震災
地下に塊茎があり︑長

製油所で︑震災

ンザシ︵水山査子︶︒

い葉柄のある長さ ㌢ほ

67

33

べを点々とみせている︒

16

10

トンガで
音楽指導

12

17

10

12

12

10

ha

20

46

20

文
小林千穂
写真 松原省吾

40

97

23

厳寒に咲くキボウホウヒルムシロ

昨年９月上山口栗坪谷戸に現れた
１歳半のオス（同隊提供）
１歳半のオス
（同隊提供）
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108円
1部
第455号
２０１７年（平成２９年）２月１日

鎌倉朝日新聞社
広告をお待ちしています
地域の活性化のためにも

TEL 0467（24）8553
FAX 0467（23）1205

