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◎テーマトークのコーナー⑮「変わった食べ方」 
 

編者：永瀬 
 

＜寺田強＞ 
 「変わった食べ方」ではないが、懐かしいというか 。私が小学校の頃、毎年秋
の実りの時期になると、＜いなご取りの日＞というのが授業に組み込まれてい
ました。ちょっとお年を召した方はご存じと思いますが、あのころは＜いなご＞
は貴重なタンパク質源でした。子供の頃ですから、そんなことは知らずに時期
が来ると、お袋の作ってもらった、木綿の袋を持って、学校へ行くのです。その
道すがら、＜いなご＞を取って学校へ行き、まとめて教材などに当てていまし
た。 
 もちろん家庭でも＜いなご＞を取り、甘辛く炊いて（佃煮風）食べていました。
今は＜たにし＞同様高級食材です。地方へ行って見つけると、ときどき買って
来ることもあります。嫁には不評ですが！  

 
＜横田＞ 

 大学時代、ワンゲル部に入っていたので山にこもっていると、食料が限られ
てしまう。そこで伝授されたのが、デザートの作り方。今ではメジャー？になっ
ているが「キュウリと蜂蜜で、メロンができる」というのを初めて体感したのがこの 
時だった。また、ゴミを捨てることを極力減らすために、食べ残しは厳禁。カレ
ーを作った鍋にお茶を入れて、綺麗にしたあと、そのお茶を飲むという「カレー
茶」も。やっぱりまずかったですが。 
 こんな経験をしているから、すぐに食べ物を賞味期限切れにしたり、残った
食べ物を捨てている妻を見ると腹を立ててしまう。 

 

＜永瀬＞ 
 ①「お好み焼き」にソースを塗らず（当然、マヨネーズもなし）に、「醤油」をか

けて食べます。 
 ②「そうめん」を食べるとき、めんつゆに「トマト」を入れるの好きです。 
   トマトは、くし切りを半分に切ったくらいで、めんつゆに入れます。食べ方

は、そうめんをトマト入りのめんつゆにつけて、トマトとともにいただきます。 
   これは、ＴＶで紹介されていたのをみて、トライして以来、お気に入りな食

べ方です。 
 ③ご飯を炊くときに、小さじ１杯程度の蜂蜜を入れて炊くことがあります。いま

いちなお米もおいしく炊きあがります。変わった食べ方というより、生活の知
恵？ 



◎Ｒｅｓｕｌｔのコーナー 

2004/5/29 2004年度JWOC＆WUOC日本代表選手壮行会at山紫水明東山

Ｅ(出走65名)2,900m↑290m 
 1 小野田          0:41:01 
38 前田 春正(ＫＯＬＡ)   1:31:26 

 ---------------------------------------------前月未掲載分 

 

2004/6/6 第５回全国一斉オリエンテーリング大会大阪会場at大阪城公園 

個人男子(出走11名) 
 1 吉田 武生     500点(0:41:35) 
 3 横田 実 (ＫＯＬＡ)500点(0:45:00)  
個人女子(出走7名) 
 1 藤田 沙織(ＫＯＬＡ)454点(1:07:40)・・タイムオーバー減点(-46点)後の得点  

 

2004/6/13 2004年度京都カップオリエンテーリング大会第２戦at葉隠甲賀（滋賀県甲賀町） 

ＭＳ(出走22名)3,590m↑145m 
 1 瀬口 洋治(OLCルーパー)  0:40:49 
11 永瀬 真一(ＫＯＬＡ)   1:09:47 
ＭＶ(出走22名)2,740m↑105m 
 1 新家 秀男(中京ＯＣ)   0:32:21 
 9 寺田 保 (ＫＯＬＡ)   0:47:56 
 

2004/6/20 2004年度日本学生オリエンテーリング選手権ロングディスタンス競技大会 

       関西地区代表選手選考会at青山高原 

ＷＳ(出走31名) 3,710m↑250m 
 1 峰村 綾香(奈良女子大)  1:01:46 
10 藤田 沙織(大阪市立大)  1:55:38 
---------------------------------------ＷＳは参考記録（デフ誤りで不成立） 
ＭＯ(出走34名)5,560m↑425m 
 1 松澤 俊行(三河ＯＬＣ)  1:07:55 
14 中村 貴史(大和川ＯＬＫ) 1:37:57 
 















ＯＬカレンダー （『森を走ろう』から） 

年月日 大会名ほか  

7/18 第 17 回埼玉県民大会兼さいたま見沼大会 

    主管 etc：浦和 OLC、申込期限：7/11 

    場所：埼玉.、地図：見沼たんぼ 

    問合先：埼玉 OL 協会/tel&fax(048-776-8439)/ 

    ホームページ:http://www.orienteering.com/~saitama/ 

    当日受付：9:30-11:30、集合場所：埼玉スタジアム南広場 

    交通手段：埼玉高速鉄道浦和美園下車徒歩 25 分  

7/18-19 第 10 回愛知県高等学校中学校 OL 選手権 

    主管 etc：実行委員会、申込期限：7/5 消印 

    場所：愛知.瀬戸 

    問合先：岡野英雄/tel(0561-38-3972)/email(CZC15064@nifty.ne.jp)/ 

    当日受付：当日申込みなし、集合場所：定光寺公園  

7/19 横浜 OL7 月練習会 

    主管 etc：横浜 OL クラブクラブ 

    場所：東京.多摩 

    問合先：練習会 ML/email(hama-ren@freeml.com)/ 

    ホームページ:http://homepage2.nifty.com/YokohamaOrienteering/ 

    集合場所：桜ヶ丘公園(検討中)  

7/24 上尾の森ナイト O 大会 

    主管 etc：上尾 OLC、申込期限：7/17 

    場所：埼玉.上尾 

    問合先：上尾 OLC/email(BYD05743@nifty.ne.jp)/tel&fax(048-776-8439)/ 

    当日受付：18:00-18:30、集合場所：自然学習館 

    交通手段：JR 上尾駅西口よりバスにて自然学習館入口下車  

7/31-8/1 岩沼海浜 2 日間大会 

    主管 etc：仙台 OLC、申込期限：7/2 消印・送信 

    場所：宮城.仙台 

    問合先：米本路憲

/email(yonemoto@orienteering.com)/mobile(090-9762-1075)/ 



    ホームページ:http://www.orienteering.com/~miyagi/iwanuma2days 

    集合場所：岩沼海浜緑地北ブロック 

    交通手段：JR 館腰より仙台空港行きバスで相の釜入口下車 15 分  

    7 /31 岩沼海浜 2 日間大会 ロング 

    当日受付：10:30-12:00  

    8 /1  岩沼海浜 2 日間大会 リレー 

    当日受付：8:30-9:45  

7/31 第 18 回 KOLA ナイト O 大会 

    主管 etc：岸和田 OL 協会 

    場所：.  

7/31 第 4 回加西ナイト O 大会 

    主管 etc：加西 OLC、申込期限：7/26 消印 

    場所：兵庫.加西 

    問合先：井上/tel(0790-42-1174)/ 

    当日受付：19:00-19:30、集合場所：玉丘史跡公園 

    交通手段：北条鉄道終点北条町駅下車タクシー5 分  

8/1 第 24 回コンターズ練習会 

    主管 etc：コンターズ 

    場所：.  

8/7-8 横浜 OL 夏合宿 

    主管 etc：横浜 OL クラブクラブ、申込期限：7/5 

    場所：静岡.富士、地図：桑崎＆勢子辻など 

    問合先：清谷千鶴/email（chizu@r6.dion.ne.jp)/ 

    ホームページ:http://homepage2.nifty.com/YokohamaOrienteering/  

8/8 第 56 回石川県民体育大会 OL 競技 

    主管 etc：石川 OL 協会、申込期限：6/15 

    場所：石川.加賀 

    ホームペー

ジ:http://www1.fctv.ne.jp/~hayashi/hse/hseyoukou.html#H16IsikawaSupo 

    当日受付：-09:00:00、集合場所：加賀海岸自然休養林緑ヶ丘小学校  

8/13-17 埼玉ウィークエンドトレーニング 

    主管 etc：埼玉 OL 協会、申込期限：6/27 

    場所：愛知.  



8/8 常陸風土記の丘 OL の集い 

    主管 etc：茨城 OL 協会、申込期限：8/1 必着 

    場所：茨城.石岡、地図：常陸風土記の丘 

    問合先：前島茂/email(maezima1949@yahoo.co.jp)/mobile(090-3813-3428)/ 

    ホームページ:http://www2.odn.ne.jp/~ces81280/page008.html 

    当日受付：9:00-10:30、集合場所：常陸風土記の丘ふれあい広場  

8/21 第 4 回加西ナイト O 大会 

    主管 etc：加西 OLC 

    場所：兵庫.加西 

    問合先：井上/tel(0790-42-1174)/  

8/21-22 豊中＋KOLA 合同夏合宿 

    主管 etc：豊中＋KOLA、申込期限：8/8 締切予定 

    場所：兵庫.三木 

    問合先：岩井健二/email(oliwakenn@yahoo.co.jp)/tel&fax(06-6866-0678)/ 

    集合場所：三木山森林公園・ホースランド  

8/22 第 25 回共和町 OL 大会 

    主管 etc：共和町 OL 協会 

    場所：北海道.岩内郡 

    ホームページ:http://www5b.biglobe.ne.jp/~yamaken/o-index.htm  

8/22 埼玉ウィークエンドトレーニング・地域クラブ対抗戦 

    主管 etc：埼玉 OL 協会、申込期限：8/12 発信 

    場所：静岡.富士、地図：砂沢 

    問合先：中町/email(michi_ol@hotmail.com)/ 

    当日受付：当日申込みなし、集合場所：岩倉学園  

8/28 埼玉ウィークエンドトレーニング 

    主管 etc：埼玉 OL 協会 

    場所：埼玉.上尾  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ａｉｍｉｎｇ 
暑い日が続きますね。こんな日はプールが一番…と思ってプールに行くと水が生ぬ

るい。水温が３４度になっていた。なんかお風呂に入っているみたいで、気持ち悪

かったよ。 


