田布施川の桜
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撮影
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先月号で呼びかけたカントリー工房の手づくり教室“カホーンづくり”は予想以上の
反響で、広島や岩国、周防大島などから参加した 13 名が楽しい一日を過ごした。

あらかじめ正確にカット
された厚さ 15 mm の集成
材と４ mm 合板に木工ボン
ドを塗ってビス止めし、打
面側にスナッピー（響き線）
を取り付ける作業に挑戦し
て、組み立ては午前中に終
わった。
石窯で焼いたピザと吉美
が作ったスープで簡単な昼食を済ませ、午後からは石田帝児さんが演奏法を指導、彼と
大槻次男さんのギターに９個のカホーンが加わり“野外大音楽会”がスタートした。叩
きながら歌う人もあって楽しい名演奏 （迷演奏？） ぶりを披露、春の午後を満喫した。
組み立てたカホーンは持ち帰り、紙ヤスリで角を取って底面にボンネットゴムを取り
付けて自分好みの色に塗装、オンリーワンのカホーンが完成する。
私が前日に試作を兼ねて作った１個はまだ事務所の片隅に置いたまま、桜まつりが終
わってからていねいに仕上げるつもりだ。参加いただいたみなさん、おつかれでした。
●
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いよいよ『
『たぶせ桜まつり
まつり』
』です
いよいよ
直線の川沿いに約 500 本の桜が咲き誇りお花見スポットとして人気の田布施川で開催す
る『たぶせ桜まつり』は今年で 43 回目を迎え、楽しい企画満載で多くのみなさんのお出か
けをお待ちしている。以下は Woody News 恒例のイベント紹介。

新企画“
新企画 “ 大絵巻”
大絵巻 ” ＝ さくら橋そばの河川敷斜面に“大絵巻”を作る。絵は今年のテー
マ“未来につなぐ つなげるチカラ”にちなんでデザイナー
杉浦直人さん （東京） に描いてもらった原画 （右） を 11 ×
5.5m の巨大な絵に仕上げる…というもの。コンパネ 36
枚を使って前もって制作、当日組み立てる。対岸の花見ゾ
ーンやさくら橋がビューポイントとなる。

ドッグレース&
ドッグレース & ふれあいドッグ
ふれあい ドッグ＝
ドッグ ＝ ふれあい動物村 （周防大島町の） からやってくる６頭
の犬がくり広げるドッグレース。イン
ターネット投票もおこなう。『桜まつ
りホームページ』でニックネームや年
齢、性格などを紹介、ぜひ投票してほしい。レースは 13:30・14:30・15:30 の３回開
催する。http://www7.plala.or.jp/LOG/dog.derby.html

一日限りの
一日限 りの田布施座
りの 田布施座＝
田布施座＝ 山口大学演劇部とパフォーマンス部の協力で昭和 30 年代に閉
館した田布施座の一日だけ復活が実現した。演劇のほかにマジックショーや演歌歌手のステ
ージ。会場は田布施町商工会館“サリジェ”。『山口県の総理大臣コーナー』も。

ステージ＝
ステージ＝ たぶせ山城太鼓の呼び込み太鼓でスタートするステージは、ご当地アイドル
グループ“山口活性学園”やキャラクターショー“獣電戦隊キョ
ウリュウジャー”、The 吹奏楽は光地区消防音楽隊、田布施中学
校吹奏楽部、田布施農工高校吹奏楽部、The ビッグバントはスイ
ングスターズの演奏。ゲーム大会はどら焼き早食い競争、わんこ
豆腐選手権など。あなたは田布施を知っちょるか…と開催する“たぶせクイズ”の優勝者に
は岩国錦帯橋空港→羽田空港の航空券…と大盤振る舞い。

川辺の
川辺 の イベント＝
イベント ＝ 恒例ニジマス釣り、たぶせ山城太鼓、
囲碁対決、フラダンスとダンス、似顔絵、ボーイ&ガールスカ
ウト、カヌーなどのブースがみなさんをお待ちする。

まだまだ＝
まだまだ ＝ 子どもに人気のホッケーコーナー、ふわふわ
ドーム、パトカーなどを展示する警察コーナー、自衛隊車両の
展示、試乗が出来る自衛隊コーナー、起震車や消防車の消防コーナー、特殊建設車両、農作
業用トラクター、デコトラ…と盛りだくさん。昨年初登場の人力車、今年は試乗可能。人気
の“笑顔の写真”展示、ちぎり絵展示、盲導犬、福祉、健康、献血コーナー…とイベントが
勢揃いする。JA 南すおう“いちごの販売”は 100 名限定で特価販売 （ステージ 10:00・
15:00

各 50 箱） 。スネークロックツアーで生まれた“ゆき姫なべ”の販売も。
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次ページへ

『森のエリア
エリア』
』でお
でお待
待ちしております
桜まつり実行委員会からの依頼でカントリー工房が企画・運営する『森のエリア』は“自
然とのふれあい”をテーマに体験・おどろき・おいしさ…と今年も楽しい企画が揃った。

しいたけ菌打
しいたけ 菌打ち
菌打 ち 体験＝
体験 ＝ 昨年実施して好評だった自然
体験。子ども向けで長さ約 50cm の原木に穴を開け、シイ
タケ菌を打ち込む作業に挑戦する。栽培用の遮熱シート付
きで１本 500 円。

世界チャンピオン
世界 チャンピオン 林隆雄 チェンソーアート＝
チェンソーアート＝ 豪快
で繊細な芸術、チェンソーアートの実演。森のエリ
アへの登場は２年ぶり。昨夏アメリカ ウィスコン
シン州で開催された『 U･S OPEN 』で 世界チャ
ンピオンの座に輝やき、今年３月 11 ～ 17 日に
カナダ オンタリオ州で開催のカナダ大会も制覇した
彼の“華麗なチェンソーワーク”をぜひご覧いただきたい。

薪 ストーブ&
ストーブ&ペレットストーブ展示
ペレットストーブ展示＝
展示＝ おなじみの薪ストーブ
とペレットストーブ、ストーブアクセサリーなど
の“火のある暮らし”提案コーナー。

カナダ大会
カナダ大会の
大会の優勝作品

ピンクの
ピンクのブタグリルで
ブタグリルでピザ＝
ピザ ＝ 今年も愛嬌たっぷりの
Pink Pig Grill が登場、アップルミント
のピザを焼く。

バスで
バスでクレープ＝
クレープ＝ ワー
ゲンバスの移動販売車がやってきて美味しい
クレープを焼く（バレンタインクレープス：岩国）。

スモークソーセージ＝
スモークソーセージ ＝
ご家庭で手軽にくん製が楽
らっくん

しめるスモーカー『楽 燻』を
会場に持ち込んでの実演販売。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

たふぜ桜
たふぜ桜まつりは４
まつりは４月７日（日）9:30 ～ 16:
16:00 の開催です
開催です
始めにも書いたように田布施の桜は川に沿っているため上流と下流、風の向き、陽当たり
などによって開花にもバラツキがある。私が毎日撮ってホームページの開花情報に UP して
いる樹はほとんど満開だが、まだ３～４分咲きの樹もある。
●

●

今年の桜は全国的に早くて、７日は“たぶせ は桜まつり”…？と思わせたが、川沿いは夜
が冷えるので開花はゆっくり。ひょっとしたらちょうどイイかも…と、実行委員会の面々は
祈るような毎日だ。“田布施の桜から山口県の桜へ”と進化中のまつりへぜひどうぞ。
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恒例『
『石城窯
恒例

音楽祭』
』で春の夜をどうぞ
音楽祭

ログ陶房 石城窯の春のイベントご紹介。いろいろなジャンルの音楽が、ひと晩で楽しめ
ます…と『石城窯 音楽祭』が開催される。出演は石田帝児（ギター）・白浜美由紀（フルート ）
・ 松本真実（オカリナ）・稗田泰久（尺八）・ドリームハウス（フォークデュオ）
・大槻次男（ギター、唄）

と多彩な顔ぶれ。４月 20 日（土）19:00 ～、500 円。春の夜を音楽でどうぞ。
お問い合わせは石城窯：田布施町宿井

5 0820-53-1569

完成、
、室内
室内の
の広さにびっくりの
さにびっくりのミニログハウス
完成
ミニログハウス
先月号でご紹介した
白根さんのミニログハ
ウスがご覧のように完
成した。
ログ径を太くしたり
積み上げ段数を増やし
たり、ロフトも広く…
と、通常キツトをグレ
ードアップしたタイプ
だけに、室内はとても３坪（６畳）タイプとは
思えない“ひろびろ空間”となった。ロフトへのタラップは移動式、使わないときは右の壁
にぶら下げるようにした。“ゆ～ったりミニログハウス”の完成である。

“炎のゆらめき
のゆらめき”
”を楽しむ
しむツール
ツール、
、考案中
ツール
春がきた、さぁストーブを物置へ…というわけにいかないのが薪ストーブやペレットスト
ーブ。煙突や排気筒と固定されているし重いので、あとのスリーシーズンは設置した場所に
そのままの状態で来年の冬まで…ということになる。
オフシーズンのストーブになにか彩りを…と、ご覧のよう
な装置を考案中。動画でお見せ出来ないので説得力には欠け
るが、薪が燃えているような“ゆらめき”が楽しめる装置。
以前は低速モーターを組み込んで薪が燃える状態を再現す
る『電気薪』なるものがあって、ショールームなどのディス
プレイ用として販売していたが現在は製造中止。
この電気薪はスグレモノだったが、炉室が広くないとセット出来ない、高価 （55,000 円）
などでほとんど業務用として使われていた。
考案中の装置は一般のご家庭でも気軽に“炎のゆらめき”を楽しんでいただきたい…と思
って、炉室の広さやガラスドアの大小にかかわらずセット可能、しかも安価で提供出来るも
のにしたいと考えている。試作品は事務所で使っているのでご覧いただきたい。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

今月もお
今月 もお読
もお 読 みいただき、
みいただき 、 ありがとうございました。（
ありがとうございました 。（岡部
。（ 岡部 正彦）
正彦 ）
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