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宮前（みやさき）ねぷた製作開始
2010.7.30 宮前区版
ねぶた作成取材
2010.7.26

宮崎中美術部と地元職人が協力

市立宮崎中学校美術部（鈴木康夫顧問）と宮前、多摩、麻生、高津、都筑の建設会社 7 社
で構成される「ロコビルダー（小松忠男会長）
」は 26 日、青森市や弘前市で有名なねぷたを
モデルにしたオリジナルの『宮前（みやさき）ねぷた』作りをスタートさせた。
宮前ねぷたは、毎年恒例になっている太鼓ミーティングをより盛大なものにしたいと、同実行委員会の高校 2 年、室岡
侑奈さんが企画したもの。母校である宮 崎中学校美術部の顧問で青森県弘前市出身の鈴木教諭と地域の活動に貢献的な
ロコビルダーに協力を依頼し実施が決まった。
宮前ねぷたのコンセプトは「今までにはない自由なもの」
。木材と竹、和紙を使っ
た扇形の弘前ねぷたに補強として台形の土台をつけたオリジナルのデザインを考え
た。完成すると高さ 240cm、幅 230cm、奥行き 120cm、重さ約 100kg 超になる。
製作初日となった 26 日は、宮崎中学校美術部 3 年、中村悠土さん、小田川史弥さ
ん、西本日向さんが、ロコビルダーのメンバーに指導を受けながらねぷたの 骨格とな
る木材の加工などにチャレンジした。
「緊張して手が震えた。沢山の人たちが見ると思
うとプレッシャーだけど最後まで頑張って作りたい」と中村さ ん。指導したロコビル
ダー小松会長は「子どもたちに愛着を持ってほしいし、自分たちで作る楽しさを学んでもらえれば嬉しい」と話した。
8 月には美術部の生徒達によって絵が描かれ、19 日前後に完成する予定。鈴木先生は「形も変わっているが、生徒達が
描く絵も青森の荒々しいねぶたとは違い優しい絵になる予定。同じものを真似するより工夫することを大切にして頑張っ
てほしい」と話す。
＊中学生とのコラボレーションということで、多くの取材を受けました。
「タウンニュース」
「東京新聞」
「神奈川

新聞」
「朝日新聞」などです。また、FM かわさきの生放送に高橋秀一代表が出演しました。
記録を３ページに掲載しました。

――「和風ピクルス」――

夏バテ解消に、サッパリした口当たりのピ
クルスはいかがでしょうか。
簡単に出来て、冷蔵庫で 1 ヶ月程度保存で
きます。

【材
料】 (１L 容器)
きゅうり
３本
大根
1/4 本(300g～400g)
パプリカ赤・黄
各 1/2 個
ニンジン
１本
(漬け汁 A)
酢
１／２カップ
水
２カップ
砂糖
大さじ２．５
昆布
５cm くらい
赤唐辛子
１本
ニンニク
２片
【作り方】
①鍋に漬け汁 A の材料を入れ、
ひと煮立ちさせてから冷ましておく。
②野菜を一口大のスティックに切り、バットに入れる。
③鍋に水４カップ、塩１００g を煮立て、熱いうちに②のバットに
かけ、２～３０分おく。
④熱湯消毒した保存ビンに、水気を切った③と、昆布、赤唐辛子、
ニンニクを入れ、①の漬け汁を注ぐ。
⑤３、４日後から食べられます。
カリフラワー、ヤングコーンなど、お好みの野菜でも作れます。
（yumi）

①

グルメ通信

《宮前特産》
イチジク（安藤園）

宮前平から数分の果樹園（安藤園）で、宮前特産のイチジクを買いました。
立派な自動販売機で販売されていました。
熟れていて、重たくて、甘～くて美味しいらし
いです。
実は、私は苦手なんです(^_^;
両親があっ！という間に食べきりました。
１１月には、大粒のキウイフルーツができるのが楽しみです。
（hiro）

長沢ひろばコミュニティ講座
効き酒の集い
８月 18 日（水）長沢ひろば（多摩区南生田）にて、
「利き酒の集い」が開催さ
れました。お酒好き 10 名が集まりました。
ルールは、５本の銘柄をほんの少しだけ試飲してから、銘柄が分からないように隠します。そして、も
う一度飲み銘柄を当てるというものです。
参加者は、簡単に当たるのではと思っていたのですが、数を飲むことで、味が混乱していきました。
５銘柄中２銘柄を当てたのが最高で２名でした。１銘柄も当たらない参加者も
いました。ゲーム感覚でとても面白く、楽しいひとときを過ごせました。
「長沢ひろば」は、地域のコミュニティースペースで、高橋工務店も管理運営
に参加しています。９月１５日には「住まいの安全・安心」という講座を開催し
ます。
“効き酒”って面白いです。興味のある方ご連絡ください。一緒に楽しみませ
んか？ 企画しちゃいますよ！！（hiro）

お願いします！

夢を求めて飛んだ！

読者の皆さま
からのご投稿 大募集！！
俳句・短歌・川柳・詩・創作…
絵画や写真などでもＯＫです。
お気軽にご投稿ください。
FAX 044-975-0836
メール info@daiku-san.net
TEL 044-977-2348

私と映画
「カールじいさんの空飛ぶ家 」
「空飛ぶ家」というのがとてもメルヘンチックな想像を
かりたてます。確かに映像もほんわりしていています。
いろいろなことがあって“じいさん”は、冒険へと旅立
ちます。それは、愛する亡き妻へ夢をかなえてあげるとい
俳句

・
立秋も 言葉空しき 猛暑かなぁ
・
いつの間に 恋に芽生える 洗い髪
・
女学生 遠目に見ている 盆踊り
・
横文字に 戸惑いながら かき氷
・
すず虫を 後ろで奏でる 電子音

（
高香）

読者の皆さまからの俳句・
川柳などを大募
集！ご採用者には、
粗品進呈、
お気軽にご投
稿ください。

うことです。妻との「果たせなかった夢」への冒険なので
す。でも、
「果たさなくても良かった夢」だったのではと感
じました。
映画の前半は、この夫婦の物語です。とても美しい夫婦
愛なのです。お互いを思いやるという当たり前のことなの
かも知れませんが、こころに響くものがありました。
“じい
さん”の冒険にもつながるのですが、
「いつか行こうね」と
いう２人の夢を大切に歩むのです。この夢は、
「冒険ノート」
に記されるのです。
「冒険ノート」は、２人のゴールを示す
ものだったのですが、それが「果たさなくても良かった夢」
だったのです。皮肉なものです。
冒険に参加する少年と“じいさん”も面白いです。大人
が見て面白い作品だと思います。
（hiro）

②

《宮前ねぷた》
シャッターチャンス

宮崎中学校美術部生徒参加
（濃沼工務店作業場）

骨組み作りに仲間の工務店大集合
２日間かけて骨組み作成

宮崎中学校美術部色つけ

市民広場にてお披露目となった

中学生とのコラボ完成
高津高校書道部
墨つけ参加

独特の美人画と呼ばれるもの…

③

～「万能な調理器具 タジン鍋」～
最近、ひそかなブームになっているタジン鍋をご存知
でしょうか？
タジン鍋は、アフリカのモロッコで伝統の民族料理に
使う、水無しで調理できる器具です。
ユニークな形をした蓋が、食材から出る水分を循環さ
せるので、素材の美味しさが凝縮され、栄養を逃しませ
ん。主に、蒸し料理に適していて、魚や肉を野菜と一緒
に蒸して、ごまダレやポン酢ダレなどでいただくのが一般的な食べ方のようです。油を使わないので、ヘ
ルシーで体にも優しい料理です。私は、IH の調理実演で、温野菜に食べるラー油をかけたものをいただき
ましたが、素材の味が生きていて、とても美味しかったです。
タジン鍋には、直火用と IH 用があるので、お手持ちの器具に合わせて購入しますが、調理方法はどちら
も同じです。今までは店頭で見慣れない形を見ただけで、なんとなく敬遠していたのですが、使い方が分
かると面白そうで、自分でも使ってみたいなあと思っています。
（yumi）

～「火の無いところから火災」
ＩＨクッキングヒーターの落とし穴」～
火を使わないから安全、というのが IH クッキングヒーターの大きな特徴ですが、
最近では誤った使い方による事故も増えてきています。
IH には、指定の揚げ物鍋が付属しています。その鍋に、説明書に記載されている通り
の容量の油を使って調理すれば、IH の安全装置が正しく作動します。
しかし、指定以外の鍋で揚げ物をすると、1mm 以下のわずかな鍋底のゆがみで安全装置が働かなくなるこ
とがあります。また、IH はガス器具よりも加熱速度が速いため、少量の油の場合、短時間で高温に達して
しまい、発火点を超えてしまうこともあります。
ガス器具でも同じですが、調理中は目を離さないことがとても大切です。
IH は正しく使えば、暑い夏でも火を使わずに快適に調理ができる素晴らしい器具です。
（yumi）

頭の体操！！
《クイズに挑戦》

FAX.044-975-0836
メール．info@daiku-san.net
TEL.044-977-2348 （2010.9.30〆切）

“＠大工さん”は、小社の
お客様への特別便です。ス
タッフの手作りで不定期
に発行されます。今後とも
よろしくお願いします。

▼お陰様で今号は記念すべき
号になりました、ありがと
うございます。 号の発行後
に川崎市住宅相談の仕事、川
崎市耐震補強の仕事そして介
護保険を利用した住宅改修の
仕事と行政とタイアップした
仕事が多かったです。少しは
知名度が上がったかな？
（ hide
）▼パソコンが壊れて、
最新のパソコンを導入。新し
い 環 境に て んて こ まい で す
が、小さな感動に一人でニマ
ニマしてしまいます。早く慣
れなければ…（ yumi
）▼地域
の一員として“ねぷた”作成
など地域活動にも積極的に参
加しています。宮前区民祭に
も観光協会の一員として参加
します。
（ hiro
）▼新しく手の
ひらサイズのテレビが発売さ
れるようです。従来のテレビ
とは違う新しい時代の到来で
す。事務所内のスタジオ？で
秋ごろから映像を配信する予
定です。現在、試験放送をお
送りしています。
（ saku
）

答えが分かった方は、ＦＡＸ・メール・
ＴＥＬにてご連絡ください。
全問正解者から抽選で２名様に 1,000 円
分のマックカード進呈！！応募者全員に粗
品進呈
難しいわ
【問題】
？に入る文字は何でしょうか？
ＢＣＤＥＦＧＪＫＬＮＰＱＲ？Ｚ

６年連続受賞
毎年応募しているリフォームコン
テストで、今年で６年連続「敢闘賞」
を受賞し受賞記念の楯を頂きました。
毎年このような賞を頂くといま以
上に、これからも
皆様の期待に応
えられるように
日々勉強致しな
ければと実感し
ます。
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先月号の答え
１．さねかずら２．りんどう３．でいご４．プラタナス
５．はこべ

④

