幸報ふじ
江戸切子の伝統美を再現したく、
ひとり遊んでおります
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木原昭芳

職人さんが出展されていて、
「これだ」と思った西野さんは、
二度も木曽まで出向いて頼み込
み、ようやく実現しました。
福岡の全国陶磁器フェアに出
展したとき、有田焼のプロの職
人さんから「趣味みたいにやっ
ているのは好かん」と言われて
しまったこともあるそう。でも
「お金のため、食べるためにやっ
ていないからこそ、誰に頭を下
げる必要もなく自分のスタイル
を貫ける」
と、西野さんは胸を張っておっ
しゃいます。
西野さんは、東京や福岡で定
期的に個展を開催。アクロス福
岡での個展がきっかけで、『人
生の楽園』（西田敏行さんがナ
レーションをしているあの番組
です）にも取り上げられました。
四年ほど前、私もその番組を見
ましたよ！ 来年は、ロンドン
で行われる見本市『ハイパージャ
パン』への出展も予定している
そうです。いよいよ世界へ で
すね。
西野さんから頂いた名刺に、
良寛さんの和歌が載せられてい
ます。
「世の中にまじらんとにはあら
ねども
一人遊びぞわれはまされり」
工房の名前、『孤遊庵』はこの
和歌にちなんだもの。お仕事は
時間を決めず気が向いたら取り
かかるという西野さん。その飄々
とした雰囲気の中に、《遊び》
だからこそ思う存分自分のやり
たいようにやれるのだ、という
自信のようなものも、私には感
じられました。
（記事 恵良五月）

みなさんご存知ですか？
鮎の瀬（地名）の由来

昔は北山から平野部まで筏で
材木が運ばれていましたが、嘉
瀬川で一番の難所がここの雄淵
雌淵でした。
古湯村の青年と熊の川の庄や
の娘が恋におち、ここで密かに
愛を重ねていました。
しかし、娘には許婚がおり、
親の反対で結婚出来ない運命で
した。
たまたま、二人が愛を育んで
いる時に北山からの材木が流れ
つき、二人はそれで社を組み遊
んでいました。しかし、筏の持
ち主は二人に返してくれと懇願
し、二人の秘密を約束のもと、
無事に平野部まで木材を運び届
けたと云うことです。
その後、青年は雄淵の岩にな
り、娘は雌淵の岩になったそう
です。そしてふたりの座った岩
が夫婦岩に…？
二人が出会った場所（瀬）つ
まり【合いの瀬】が鮎の瀬になっ
たとのことです。
遊歩道も整備され、涼しさが
体感でき、中国の四川省に似て
いると言われる風光明媚なとこ
ろです。
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晴好雨竒

ひとしきり野老飾の話かな

われています。だからプロの方々
は、量をこなす必要から『菊つ
なぎ』のような複雑なカットは
選ばず、カットが少なくてもき
れいに見える色つきのガラスを
選ぶことが多いそう。でも、西
野さんは敢えて透明なガラスに
複雑な『菊つなぎ』を施すこと
にこだわりました。
「自分は食べるためにやってい
るわけではないのだから、プロ
の方々がやらないようなことを
やりたい」
今も自分のスタイルを追及し、
お猪口シリーズや余白を活かし
た作品など、試行錯誤を重ねて
います。
「最初は大きめのワイングラス
やタンブラーがメインだったけ
ど、佐賀って日本酒でしょ。
日本酒がおいしくって、お猪口
シリーズが生まれました」
そして、「和食にワインって合
うよね。じゃあ、ワインに合う
和のグラスって？」と考えて生
まれた、余白に朱と黒の漆を使っ
た作品。東京青山の伝統工芸館
で、たまたまガラスに漆を塗る

ところは掘るのも大変だが、正月にはどうしても飾りたいものの一つ。

奥様がお姉さまと一緒に旅館を
やりたいと言い出したこと、そ
して、亡くなった山水の大旦那
さんが川のほとりに格好の土地
を買ってくれていたことが、契
機となりました。現在、ご自宅
は福岡にあり、木曜日に工房に
来て、火曜日に福岡のご自宅へ
帰るという生活です。こちらに
来たら、奥様は旅館山水にいる
ので、
「町内別居だよ（笑）」
川のせせらぎが聞こえ、野鳥が
訪れる素晴らしい環境に、
「東京にいたとき、《山せみ》
を見たくて見たくて奥多摩に通っ
ていたけれど、ここでは毎日見
られる」
と西野さんはうれしそう。野鳥
の写真をフェイスブックにアッ
プされているそうです。
西 野 さ んの 作 品 の 特 徴 は 、
『菊つなぎ』と呼ばれるカット
です。『菊つなぎ』は、一つの
点に同じ深さの八つの線を通す
ことにより菊の模様の連なりが
できる技法で、一番複雑だと言
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もともと、西野さんはバード
須田地区に切子細工の工房を
構える西野岩人さんにお会いし ウォッチングや山登りなど、ア
ウトドアがご趣味なのですが、
てきました。
「歳をとったら体が動かなくな
るだろうから創作の趣味を持ち
たい」と思い、美術年鑑にも載
る有名な先生の門をたたきまし
た。
「紙と鉛筆と金勘定ばかりの仕
事をしていたので、創り出すと
いうことへの憧れもありました
ね」
と西野さん。陶芸も考えたそう
ですが、陶芸というのは上手下
手がわかりにくい世界なので、
西野岩人さん（須田地区）
進歩がわかりやすい江戸切子の
昭和 年 月 日生まれ
世界に。せっかく東京にいるの
だから、という思いもありまし
た。
けれども、サラリーマンでは
月に一度くらいしか教室に通う
ことができません。そこで西野
さんは、自宅でもできるように、
切子細工を施す本格機械を購入。
江戸切子に、とことんハマって
しまったんですね。そのおかげ
で、福岡へ転勤になってからも、
また六三歳でお仕事を辞めてか
らも、自宅で創作を続けてこら
れたのです。
そして、この富士町に『孤遊
庵』を構えたのが平成二五年八
月一日。旅館山水の次女である
5

古湯温泉、杉乃家の前を通り、
山華の正を過ぎて少し行くと、
小さなかわいらしいログハウス
が見えてきます。そこが、西野
さんの工房『孤遊庵』。西野さ
んの愛犬《ごんぞう》が工房の
前でしっぽを振って迎えてくれ
ます。
西野さんは長崎県、五島のご
出身。ゆったり、おだやかな印
象の西野さんですが、高校・大
学ではラグビーに打ち込んでい
たということ。損害保険会社に
就職し、東京に勤務していた四
七歳の頃、江戸切子を習い始め
ました。
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★ １月の予定 ★
９日（火）ぐんぐんキッズ（親子で書き初めをしよう）
１２日（金）ぐんぐんキッズ（クッキング-大根七変化- 参加費300円）
１７日（水）わらべうたサロン
１９日（金）ぐんぐんキッズ（お外で遊ぼう-たこあげをしよう）
２３日（火）ぐんぐんキッズ（アロマでコスメを作ろう）
２６日（金）ぐんぐんキッズ（鬼のお面を作ろう）
３０日（火）かふぇタイム（Book Cafe むかしむかしの世界 ）

（タッチケア＆デコカレンダー作り・乳幼児相談）
～

会員募集中!!
公益社団法人日本パークゴルフ協会認定

～

2018年1月14日
日曜日
受付 午前 9:30
出発 午前10:00

●現富士小学校周辺コース 約７km。
●歩きやすい服装で水筒、タオル等を持参下さい。
●昼食は、おにぎりと豚汁をご用意します。
●雨天の場合は中止します。

中止の場合は、当日午前７時３０分に防災無線で
放送します。
●問合せ先 体育協会事務局(富士公民館)５８-２８８２

みなさんのご参加をお待ちしております

神水川パークゴルフ場のご案内

●パークゴルフってナニ？

温泉病院だより

～

18

新春みんなで歩こう会

（クッキング-みかん大福をつくろう- 参加費300円）
～

50

～訪問看護
ステーションとは？～

★ １２月の予定 ★
１日（金）ぐんぐんキッズ
６日（水）わらべうたサロン（タッチケア＆デコカレンダー作り）
８日（金）ぐんぐんキッズ（普段使いのテーブルコーデ術）
１２日（火）のびのびタイム（親子でリズムダンス）
１５日（金）ぐんぐんキッズ（しめなわを作ろう）
１９日（火）かふぇタイム（Book Cafe サンタの世界 ）
２２日（金）ぐんぐんキッズ（クリスマス会 参加費500円※要予約）
２６日（火）ぐんぐんキッズ（大そうじ）
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「訪問看護ステーションふじ」を開設
して、早いもので 年が経過し、現在は、
約 名の方にご利用をいただいています。

ふ れ あ い る ー む １２・１月 の 予 定

ふれあいるーむは、産まれたばかりの赤ちゃん、わんぱくキッズ～おじいちゃ
ん、おばあちゃんまで誰でも使える場所です。季節に合わせて、ミニコンサー
ト・食育講座・おはなし会・バス遠足など、楽しい催しがいっぱい。たくさん
の出会いを大切に、みんなのふれあいの場所、それがふれあいるーむです。
※ 問合せ先：佐賀市社会福祉協議会 富士支所 ＴＥＬ ５８－２３１１

私たち訪問看護ステーションふじは、
利用者の皆さんがご自宅や住み慣れた地
域で療養ができるように、利用者のご家
族と一緒に支援を行っています。現在、
名の看護師が従事してます。利用者の
心身の機能回復を図るとともに、生活の
質を確保することを目的としています。
また、ケアマネージャーやホームヘルパー、
他の介護保険のサービス担当者や医師と
も連携をとりながら、異常の早期発見や
治療の早期対応ができるように努めてい
ます。病院では診察などの医療行為が中
心ですが、訪問看護は看護師が利用者の
生活に関わることで、本人や家族と信頼
関係を築き、ご自宅での生活の維持に貢
献しています。

これから寒い季節となり風邪やインフ
ルエンザの流行が考えられます。利用者
の方は高齢者の方が多いので、日頃より
口腔ケアや肺炎予防が大事になってきま
す。また、病気や加齢による運動量の減
少や、脚の筋力の低下などによる転倒を
防止するため、日ごろから簡単にできる
運動なども紹介しています。利用者の皆
さまが、入院されることなく一日でも長
くご自宅での生活が続けられるよう、手
助けができればと思います。

これからは、高齢化が進むことにより
ご自宅で療養しながら生活される方が増
えてくると思われます。私たち訪問看護
ステーションふじは、このような方の生
活のお手伝いを今後も続けていきます。
訪問看護ステーションふじ
看護師長 森 とき子

佐賀市立
富士大和温泉病院
６３‐０１１１
ホームページ
http://www.hospitalfj
.saga.jp/
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一般財団法人 神水川公園協議会
佐賀市富士町大字大串56番地1地先
TEL 0952-51-7005 FAX 0952-51-7003

●ゲームの進め方

イ ベ ン ト 情 報

◆成人式（佐賀市） 月 日
◆新春みんなで歩こう会（体育
協会） 月 日

・ 月の行事予定

月
◆白山神社 秋祭り（関屋）
◆大根祭り 淀姫神社（古湯）
◆一の宮祭（上無津呂）
◆新嘗祭 春日神社（中原）
◆権現さん祭（大串）
◆七郎さん祭（大串）
◆初穂祭り 七郎神社（内野）
◆佐賀市消防団 年末警戒

月
◆佐賀市消防団 出初め式
◆文化財防火デー「吉村家火災
想定訓練」 日
◆もぐら打ち（麻那古・大串）
◆フクイニャー「福荷い・オブ
ニャイニャー」（東・西高野岳）
◆正月祭り「鬼払い・百矢的」
諏訪神社（市川）
◆正月祭り「的射り」白石神社

み ん な の 声

皆さんからのお声をお待ちし
ます。掲載できるものであれば、
どんどん載せていきたいと思っ
ておりますので、どうぞよろし
くお願い申し上げます。
幸報ふじ事務局

次号『幸報ふじ』は
１月下旬の発行予定です。

『幸報ふじ』は、インター
ネットでも閲覧・ダウンロー
ドができます。
ウェブサイト http://www.sm
ile-e.org/kouhoufuji.html
に掲載しています。

●利用料金
パークゴルフは、芝でおおわれたコースで、1本 ○1グループ4名以下でプレイします。
大 人：800円（用具込）
のクラブで直径6cmのボールを20cmのカップ ○運動靴を着用してください。
子ども：500円（中学生以下・用具込）
にカップインするまでの打数を競い合いながら ○1番ホールから2番ホールへと、順番に9番
団 体：700円（15名以上・用具込）
楽しく遊べるスポーツです。
ホールまでプレイしてワンゲームです。
貸 靴：100円（運動靴・スニーカー可）
○打つ順番は、1番ホールで抽選で決め、2番
ホールからは前のホールで打数の少なかった人 ●営業時間
●どんな用具を使うの？
プレーに必要な用具は、①クラブ、②ボール、
夏季（4月～10月）：午前8時30分～午後6時
から打ちます。
③ティの３つだけ！
（受付時間 午後4時まで）
○各ホールとも2打目からはホールカップから
ボールの位置を示すためのボールマーカーか
遠い順に打っていきます。
冬季（11月～3月）：午前9時～午後5時
コインがあると便利ですよ！
（受付時間 午後4時まで）
○打つ時に他の人のボールが障害になるときは、
同意を求めて一時移動させることが出来ます。 定休日：第3火曜日（祝祭日の場合はその翌日）
この場合、ボールの位置にマーカー等を置いて
マークします。
○ＯＢ（白杭から出る）の場合は、ボールが出た ●管理棟
休憩室：飲食可（※食堂無し）
位置よりカップに近づくことなく、2クラブ
売店：軽食、パークゴルフ用具、地域特産物
以内移動し、2打を付加してプレー再開します。 コインロッカー：45個
○空振りは打数に数えません。
飲料水自動販売機：3台
※弁当は予約注文有
※詳しくは、アドバイザーにお尋ねください。
●その他
パークゴルフが初めての方は、アドバイザーが
駐車場：90台（身障者3台）
適切に指導しますので、遠慮なく申し出ください。 練習場あり
（無料です）
貸用具（ボール・クラブ・靴）
の※
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