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蚕都くらぶ・ま～ゆという上田地域通貨モノコト交換制度は､地域で暮らすひとびとがお互いに
助け合って楽しく暮らすための制度です。

私たちは､この地域の豊かな自然やひとびとの知恵･技術･経験･人柄を地域の宝と考えます。
その宝を活用することで､より豊かな地域と人間関係を目指しています。

蚕都くらぶ・ま～ゆは､地域通貨を使って人と地域をつなぐシステムです。

❖人と人との新しい関係が生まれます。

❖自分の能力を再発見できます。

❖人が活き活きすることで､地域が元気になります。

わ た し た ち の 願 い
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８月１日､新しい ま～ゆホームページ が完成しました。

ぜひご覧ください。 アドレスは→ http://zuku.umic.jp/hp/ma-yu/

トップページの〔活動紹介〕活動

内容の〔ま～ゆ市〕〔イベント〕

〔ま～ゆ寺子屋〕〔この指とまれ

プロジェクト〕〔会報〕〔世話人会〕

はホームページ・スタッフにより

随時更新しますので、こまめに

ま～ゆホームページを開いてみ

てください。

楽しく､ちょっぴりためになる(?)

ホームページを目指してスタッフ

一同努力しますので、よろしくお願い

します。

新しいま～ゆホームページのスタッフ

紹介（50 音順）

イチゴ大福、かっとまん、ケイちゃん、

ごんべえ、都々平、にゃんこ先生、

のだま、のぶちゃん、ハット、ヒデさ

ん、ふかちゃん

ヒゲジイ こと 吉川 清です。

８月９日､交流の場でま～ゆに惹かれ､即入会させていただきました。

昭和24年生 60歳。名古屋市瑞穂区に住んでいます。

大学を卒業して電気関係の会社で電気制御設計に従事して､平成 11 年から社長につき

現在に至っています。

地元では､町内で初めての選挙で町内会長に選ばれ（幼児の時に引越してきたので

すが、ずっとよそ者だったのです）、老人会長が認知症なったので、代行で老人会長

もしています（瑞穂区最年少です）。

なお､平成１年にスーパーバイザーで渡米。アトランタ及びデトロイトのアパート

生活を経験しています。日本でのわが家の待遇の良さを知って､改めて感謝の念が湧きました。

帰国後は主夫を目指し､私の現在の仕事といえば､ゴミの分別及びゴミ出し､清掃､洗濯､１日分の食器洗い等々

毎日忙しくしています

じつは、地域通貨みずほの会には６月に入会したばかりです。雁ぶらサロンで、

地域通貨の夜の会があり、いつも私が迎えに行っていました。(名古屋の)ゆりちゃ

んも近くなので送ってあげるのですが、彼女が何かお礼をと気遣うので、地域通

貨に入ったら好都合と考えたわけです。

まだ､地域通貨を分かりきらない私が、ま～ゆの居心地の良さにすっかりはまっ

て､二股かけることになってしまいました。おまけにニックネームもヒゲジイと付

けちゃいました。

趣味は、ハグです。

よろしくお願いします。



－２－

７月１６日

№272 モグこと小暮慎一

最近、ニュースでは金融危機を脱しつつあるかのような報道がされていますが、実際にはアメリカに

6000兆円規模の借金があり、金融派生商品の契約残高が6京円あり、それでも日本は郵政を売り飛ばそ

うとしたり、多額の米国債を売れずに持ち続けていたり、というような様々な実状から考えると、日本はもち

ろん、世界的規模での資本主義崩壊の「本番」が、いよいよ目の前に迫りつつあるように感じます。

このような危機的状況に陥ってしまった根本的な原因は、エンデやゲゼルの言うように「お金」の仕組み

が自然から かけ離れていること、だと思うんです。環境破壊が止められないのも、貧困がなくならないの

も、戦争がなくならないのも、原因は同じなんですよね。

そんな今だからこそ、「地域通貨」というものの可能性を

見直して、次の世代のお金（あるいは労働や価値）のあり方

を考えるべき時なんじゃないかなぁ、と思い、今回ふらっと

お邪魔させて頂きました。

現状では、法定通貨である「円」のチカラが強大なので

「地域通貨」は補完通貨としての機能を負えないのが現実

ですが、少し先のお金や社会のあり方を示すモデルケース

にもなり得るポテンシャルが、ま～ゆにはあるようにも感じま

した。う～む、なんとか少しでもより明るい未来が迎

えられるよう、やれることはやっていきましょう！

都市･建築工房 №130ヒデさん(竹内秀夫)

● トラブルの多いリフォームだからこそお任せください

● 家のことなら何でもお気軽にご相談ください

● 消費税分「ま～ゆ」が使えます

上田市御所274

℡28-7532 Ｆａｘ 28-8190

我孫子
わ び こ

設備設計 №33 Aya(我孫子文子)

●上下水道・水まわりの修理お引き受けします

●消費税分「ま～ゆ」をお使いください

上田市諏訪形1133-1

℡&Fax26-2679

七田チャイルドアカデミー上田教室 №11竹田

●体験レッスンの 20％まで｢ま～ゆ｣をお使い下さい

上田市中之条101-1利幸第2ビル 201号

℡23-2952
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甲田はきもの店 №39甲田

●ご利用金額の10％まで｢ま～ゆ｣をお使い下さい

●靴、草履、下駄などの修理は20％まで使えます

上田市中央4-6-24

℡22-1272

名古屋「みずほの会」との交流会 ８月８日

昨年７月、「みずほの会」から元気なま～ゆの話を聞きたいとの依頼があり、ケイちゃんと都々

平の二人で名古屋に行って話してきました。

その折、上田に来て、個性溢れるま～ゆのメンバーにあって、実際の活動の様子を見てみませ

んか？とお誘いして、今回の視察交流が実現しました。

みずほの会のメンバーもなかなか個性的な方たち、ま～ゆのメンバーとの交流で何か掴んでも

らえたでしょうか。

「みずほの会」のメンバーから寄せていただいた感想を以下に掲載します。

ま～ゆ訪問
今回、ま～ゆを訪問さ

せてもらい、本当によか

ったです。

ま～ゆのみなさんに暖

かく接していただいたお

陰で、長旅で疲れるどこ

ろか、未だに心がポカポ

カしています。とても気

持ちのよい、心地のよい

２日間を過ごさせていた

だきました。ありがとう

ございました。

ま～ゆの何が驚いた

か？初日、ま～ゆとみず

ほの会との交流会で寿限

無を訪れたとき、ま～ゆ

のみなさんが笑顔で迎えてくれて、その雰囲気は昔か

らなじみの親戚の家に久しぶりに訪れたようなそん

な感覚でした。みずほの会に対しては少し緊張した感

じはあったにしても、仲間と仲間の間には壁はなく、

お互いがお互いを知り、認めている、その場にいても

無理をしなくてもいい、安心できているような関係が

できあがっていることに驚きました。それをみて、今

のみずほの会、自分に欠けていること、“もっとメン

バー自身、自分自身が楽しまないと！”ということを

実感しました。

このことに気づけたこと、本当に訪問させてもらっ

てよかったです。

温泉へ案内、一緒に入って頂いたふかちゃん。田ん

ぼ＆大豆畑を案内、一緒に行って頂いた、ごんべえさ

ん、ミーすけさん、ヒデさん、ケイちゃん。そして、

訪問のお願いから、こちらからのわがままなリクエス

トをすべて実現し、対応していただいた都々平

さん。交流会、生ビール大会、カラオケ大会な

どなどでお世話になりましたみなさま、ほんと

うにありがとうございました、楽しかったです。

今後ともよろしくおねがいします！

ま～ゆで感じたことを、今の会の中にどう落

としていくか？

まだまだ方策は見えませんが、みんなと相談

しながら楽しくやっていきたいと思います。

訪問の目的だった「なぜ、ま～ゆが元気なの

かを現場で感じたい！」は充分達成できまし

た！

多様性を受け入れられる、フラットな場、と

ても魅力的でした。

ま～さ(北村政智）

街の気軽なマルチメディアショップ

㈲ 伸和印刷 №57中澤
●ご利用金額の10%まで「ま～ゆ」をお使いください
●今、流行りの自分史を作ってみませんか?
●会議資料作りに便利な、製本機能付き

高速デジタルコピー機導入しました
上田市国分１-７-12

℡22-7710 Fax22-7718
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本当にあっという間の２日間でした。
そしてすばらしい時間でした。

夜の生ビール大会は最高でしたね。皆様のおも

てなしの心を学びました。それぞれが自慢の一品

を持ち寄り、何種類もの食べ物に、おいしいビー

ル、そして、歌も とても楽しかったです。テン

トの中で雨にもまけず、ひざ寄せ合って、乾杯。

皆さんと初めてあった気がしませんでした。

カラオケでは、もっと聞きたいま～ゆの活動を

教えていただき ありがとうございました。マス

ターのさりげないお心遣いもすばらしかったで

すね。

翌日の、田んぼや畑の見学は心が洗われました。

皆様の丹精こめたお米や野菜が伸びやかに育っ

ているのを見て とてもうらやましく思いました。

お仲間が増えて、もっと休耕田を活用できるとい

いですね。私たちも近ければお手伝いにうかがえ

るのに。

お買い物も存分にできました。くるみパンに

くるみおはぎ。黄色いトマトにモロヘイヤ。そし

て、皆様からのお土産の新鮮なお野菜や漬物が、

とてもうれしかったです。地粉もご無理を言って

分けていただき、ありがとうございました。

昼食のおそばも おいしかったです。あんなに

おなかいっぱい そばを食べたのは初めてです。

皆ではしをつつくのもよかったですね。くるみだ

れも初めての味でした。

ニックネームで呼び合うのも

いいですね。地域通貨みずほの

会も、大変な刺激を受けてきま

した。

皆、興奮しています。すばら

しい仲間に出会えて、本当によ

かったです。

皆様、どうもありがとうござ

いました。

夢子(吉川冨士子)

｢自分が楽しむ」
地域通貨「みずほの会」は、発足から５年以上

過ぎたのに今いち会員数が増えない。どうしてだ

ろう？どうしたら地域通貨を普及させることが

できるのか？そんな思いで“ま～ゆ„ 視察に参加

しました。

寿限無での交流会、生ビール大会、田･畑の見

学を通して、“ま～ゆ„の会員数の多いわけ、交換

活動が活発な訳が解ってきました。

いつでも会員が集まって話し合いが出来る場

所(寿限無)、作業場がある。

自分のやりたいことをする。嫌なことはしない。

やってみたいことに手をあげる。

農作物を育てる土地がある。一緒に作物を育て

ることによって親しみがわき、助け合いの心が生

まれる。また収穫した作物を使っての加工品作り

は活動の枝葉を広げている。

土地を持たない「みずほ」には、活動の幅を広

げる この農地はうらやましく、エメラルド色に

光り輝いていました。

視察を終えた今、「ない物ねだりはダメダメ」

自分の生活の中で人とのかかわり、つながりをつ

くらなくてはと反省しています。

「自分が楽しむ」安井啓子さんの言葉どおり、

個々の人が楽しくなければ輪は広がらない事を

学習させていただきました。ありがとうございま

した。

ゆりちゃん(大野百合子）
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今回のテーマ

“夢„
“夢„ 呉音 ム 漢音 ボウ №103 大 耋こと 大 野 里 司

このごろ年の所為（
せ

い）か漢字の成り立ちに妙に注意を払うようになった。

ところで、この“夢„の字､以前から意味と字形に関心を寄せていたので蛇足ながら調べたと

ころを記してみる。

夢は「蔑（
ベ
ツ）あなどる」の字の上半分と「宀

ワカ
ンムリ オオフ」と,夕（

ツ
キ）の会意文字です。

夜の闇におおわれて物の見えない事です

字義は四つある。

･ ゆめ・・・・はかないもの

･ ゆめをみる・・・夢を見るのゆめ

･ 暗くはっきりしないこと

･ 実現は難しいが、実現させたい願い

以上 学研：漢和大辞典 ･ 講談社：大字典 より

本題はこの二番目の「夢を見る」に即した面白い話を書く。

昔、荘周、夢に胡蝶と為れり。栩栩然（
クク
ゼン）とまいて胡蝶なり。

自ら愉しみて志（
ココ
ロ ）に適（

かな
える）かな。周たることを知らざるなり。

俄然（
ニワ
カニ）にして覚むる（

メザ
ムル）れば、遽遽然（

キヨキ
ョゼン）として周なり。

周の夢に胡蝶と為れるか、胡蝶の夢に周と為れるかを知らず。

周と胡蝶とは則（
すな
はち）必ず分（

けじ
め ）有り。

此れを之れ物化（
ブッ
カ ）と謂う。

訳はつけない

「周」は荘子の名前

栩栩然 ひらひらと飛ぶさま

遽遽然 はっきりしているこ

と

物化 万物の極まりない流

転

原文は 漢文

中国古典選 : 永 光司 著より

忘れられない夢 №158 うえのさんこと上野博子

夢はあまり見ない。そう思っているが朝まで覚えていな

いだけなのだ。

私の母は庭先の八畳ひと間の別棟にいて 89 歳まで生き

た。毎朝、新聞と牛乳を持っていくと待ち構えていたよう

に昨夜見た夢を話した。よく覚えていられると思ったが、

奇想天外な夢も多かった。ある朝聞いた夢はまだ覚えてい

る。「石のお地蔵さんの頭のような丸いものが、すうっと

目の前に来るの。それが通り過ぎるとすぐまた次が来る

の。次から次と、よく見るとそれがみんな知った人の顔な

のよ」と言った。「お母さんもお父さんも､花ちゃん(姉)も､

きよ(妹)も。それから茶碗屋の伯母さんも､大横町の叔父さ

んも」と私も知っている人たちはもとより身近に暮らした

知人の類までを挙げ､気味悪そうな顔をしていた。

次は自分の夢である。私はある しらじら明けの時刻に

床の上で半身を起こしていた。怖ろしい夢を見た感じで、

背中に脂汗がじっとりしていた。自分が人を殺してしまっ

たというのだ。その事はいやにはっきりしているのだが、

誰を殺したのか、どんなふうにしてなのかは全く欠落して

いた。そしてすぐ､床に起き上がっていた私は「ああ､夢だ､

これは夢なんだ、誰も殺しなんかしやしない」と気が付く

ことが出来た。その時の、ああ良かった､覚めれば消えて

くれる夢だったという深ぶかとした安堵の心持を忘れる

ことが出来ない。私の唯一の夢の記憶だ。
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あの夢この夢
№18 峰 村 富 士 雄

え？｢夢｣を書くの？集まりに

顔をだしていないからかなあ？

美味しいお米を食べたい。子供

の時頂いた､ピカピカ輝いていた

お米が食べたい。今食べているの

は｢米｣の形をしているもののよ

うに感じる。そして美味しいお米

をつくってみたい。

野菜は買わなくてもいいとこ

ろまでなんとかきたが､今年はカ

ボチャ・玉ねぎが不足。もうちょ

っと安定して野菜作りをしたい。

にゃんこ先生やあかねちゃんに

手伝ってもらって大助かりなの

であるが､草取りに追われてしま

っている。草が野菜だったらいい

のに。種をまかなくてもその時期

になれば野菜の芽が出てくれば

いいのに､草のように。

映画が見たい。知らない世界を､

いや､幻想の世界が現実なのか

現実の世界が幻想なのかよくわからなくなってきてしまっている。遠くまで見に行かなくても､

｢台湾人生｣｢妻の貌｣｢花と兵隊｣｢未来の食卓｣｢精神｣｢ミツバチのささやき｣｢あんにょん由美香｣

などのいろんな映画を上田で見たい。年に２～３本上映会ができたらいいなあと､ユメを見るん

じゃなくて､映画を見たいのです。

何よりも もっとのんびりと暮らしたいな。ただただ時間に追われ､もうこんな時間､もうもう

もう(牛はのんびりしているのに)！のんびりと川の流れをボーっと見る。もしくは雲がどこへ

流れてゆくのかじっくり追う。お天道さまが西の山に沈んだら東の山から登ってくるのをじっ

と待つ。三途の川を新幹線に乗っていく必要はない。

タイムスリップして､江戸時代の風景や暮らしを見たい。

400 年前､ここはどんな風景だったのか。ニセアカシアやアレ

チウリがない千曲川。上田橋も古舟橋もなかったろう。いや

いや当時は左岸（塩田・青木）の衆はどこを通って､上田へ行

ったのだろうか。電柱も鉄塔もネオンもない町並み。ため池

のできる前はどんな風景だったろう。

ついでに上田城の姫君の顔をおがんで来ようか。曲者！と

つかまって､うどんか蕎麦でも出てくるのかと思っていれば､

手打ち。頭がコロリところがって…（なんでそうなる？）

歌手になる №226 のだまこと藤川まゆみ
子どもの頃､天地真理が大好きでした。そして､わたしも

いつかはテレビのなかで歌う人になるんだわ､と思い込ん

でいました。でも誰にも言わなかったのです。自分では「わ

たしは歌手になる。」と心で誓っているのに人に言えば｢そ

んな夢みたいなこと…｣って反応されるであろうことは子

ども心にもわかってたようです。

中学でギターを買ってもらったりして､高校や大学では

バンドを組んで歌っていました。

大学卒業の時に｢わたし音楽で食べていく!｣と初めて親

に伝えましたが､やはり親の反応は｢あんたには無理じゃろ

う。｣でした。

それでも強行突破で大学のあった大阪に住み続け､百貨

店でバイトしながら音楽活動もいくらかはやっていまし

た。が､一度プロの人たちとバントを組んで練習の続くある

日気がつきました。｢あ､来る日も来る日も音楽やるほど わ

たしは音楽が好きじゃない。｣

実はあんまり練習が好きではありませんでした。ステー

ジでスポットライトを浴びるのは大好きでしたが､練習や

自分の音楽を作ることはなかなか進みませんでした。

あまりに不器用で楽器はすべて断念しました。

今思えば､好きで自分に向いていることならすごくがん

ばれるし､頭がはたらくし､チカラが出るもんですよね。

わたしの歌手になるという夢はそうではなく…憧れだっ

たんですね～。

現実的ではなかったけれど保育園の頃からえらい長い間

思い続けた夢でした。

わたし､ちょっと現実離れしたところがあるみたい。で

も､現実離れしてても夢っていいですよね。心がキラキラし

て。

今でも夢に見ます(寝てみる夢)､本番でマイクの前に立っ

ているんだけど､どうしても歌詞が思い出せない夢。夢

次号のテーマは“お金„です
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吉 崎 酒 店 №126吉崎

●輸入元より直接仕入の厳選されたワイン

●和・洋酒各種･又健康に良いものいろいろ

●全商品５％まで｢ま～ゆ｣をお使い下さい

上田市中央3-7-7 ℡22-0300 Fax22-4525

みずほの会の皆様は､ま～ゆとの交流で｢ニックネーム制｣に共鳴され､参加 6 名が早速その
日のうちにニックネームをつけました。その一人､吉川冨士子さんが“夢子„を名乗ったので､
｢今号のタイトルにふさわしいから一筆を｣とお願いしました。

夢子の夢物語

私は子どもの頃から､夢ばかり見ていました。

お菓子屋さんになりたい､家庭科の先生にな

りたい､幼稚園の先生になりたいと。短大を卒業

し､何とか幼稚園に就職し３年勤めました。

１５年ほど前､朝日新聞に「わが家の夢作り」

の作文募集があり､応募したところ､最優秀賞を

いただきました。５階建ての小規模シニアハウ

スを建て､１階は事務所とホール､２階から５階

は各自のマンション､屋上にログハウスを建てて､

麻雀部屋にしたいと書きました。総評では､３０

代の若さで介護のことを考慮したことが評価されました。

そして､エレベーターをつけるようにアドバイスがありま

した。１３年前､義母がうつ病になり､介護が始まりました。

当時は介護保険はなく､施設も少なく､やっと見つけた

デイケアも行くのを嫌がるようになり､私は体調を崩しま

した。何とか義母が喜んで行ってくれるところはないか

と探したのですが､行政は土地がないから作れないと

いいました。そこで､家を建て替えて､宅老所を作ろうと

思いました。

思い立つと､毎日が奇跡と偶然の連続です。１年後

には､ボランティアの仲間が集まり､新しい家も完成し､

「瑞穂デイセンター えんがわ」が始まりました。毎週木

曜日に宅老所を開いています。しかし､その１年後に

義母が胆のうがんで亡くなりました。忌明けまで､えん

がわを休ませてほしいと頼みましたが､ボランティアか

ら「ここはすでに社会的な施設だから､吉川個人の勝手

にしてはいけない。」と批判を受け､半分が去っていき

ました。

半年後に新しい仲間を迎え再開しました。そして１２

年が経ちました。毎週木曜日､笑い声がいっぱいの楽

しい宅老所を運営しています。また､毎週水曜日には､

運営費のための手作り品を作る「工房えんがわ」を開

いています。ボラ

ンティアは４０名い

ます。

そこにまた､「第

２えんがわ」を作り

たいという新たな

夢が生まれました。

それが､雁道商店

街で､“雁ぶら物

語„として実現しま

した。空き店舗を２店借りて､「雁ぶらサロン」

と「雁ぶらショップ」を運営しています。雁ぶら

サロンは､日替わりでフリマサロンや 金曜だ

けのワンデイシェフ､各種教室を開いていま

す。雁ぶらショップは手作り品の棚貸しショッ

プで､３０名が出品し､交代で店番をしていま

す。

そしてさらに夢が生まれ､「雁道おかみさん

会」を立ち上げました。会費も規約もない､

雁道を愛する女性のネットワークです。吉川

が「おかみさん会通信」を発行し､おかみさん

たちに呼びかけて､季節の行事や､イラストマ

ップ作り等いろいろしています。今は年金受

給日に各店が店頭で､１００円のものを販売し､

お客様にアピールするイベントを開いていま

す。

次には､お年寄りのメッカとなるようなレトロ

館を作りたいと思っています。また､ハワイ旅

行の予備練習に､国内旅行を２回行いまし

た。

そして､ま～ゆさんをお訪ねして､ま～ゆさ

んのように楽しい地域通貨の仲間作りをした

いと心から思うようになりました。

次々と生まれる夢ですが､いつの間にか実

現している不思議さ､どれも完璧ではないけ

れど､あーでもないこうでもないと考える楽し

さがあります。 ま～ゆの皆様も名古屋に来る

機会がありましたら､ぜひ､「えんがわ」と「雁

ぶら物語」にお立ち寄り下さい。

吉川冨士子



子どものころの夢は消防士になることでし

た。赤いはしご車やポンプ車にはものすごく

あこがれました＾＾

それから中学になって腕を骨折したときに

今の仕事（診療放射線技師いわゆるレントゲ

ン）になりたいと思うきっかけがあって夢を

実現させました

いまでも夢が１００個あります。夢：寝て

見るものではなく→ドリーム：夢は叶えるも

のですから
（№270 イチゴ大福）

私は夢をもったことがあっただろうか。夢はかなえられ

ないものと諦めていたようだ。夢の持てない時代だったの

かもしれない。

子供のころ、お菓子の箱を切ったり貼ったりして小さは

部屋を作ったおぼえがある。そんな家に住みたいという夢

だったのかもしれない。また、端布を貰って人形の洋服を

作ったこともあった。そんな洋服を着たいという夢だった

のかもしれない。

そんなちっぽけな夢のかけらを拾い集めて暮らしてき

たのかな。
（№129 みさお）

食べる物のない子ども時代でしたので、

お菓子屋さんになるのが夢でした。

弟と留守番をしていた時、美味しいものが

食べたくなり、二人でお菓子屋さんへ・・

「葬式饅頭ください」「はーい２個ね」

おいしかった！

今、美味しいものと言ってもすぐには浮か

びません。どちらが幸せなのか…

（№29 幸子）

私が小学校に上がる

前、開業前の東海道新幹

線の絵本を買って貰っ

て、それを見ているうち

に新幹線の運転手になり

たいと思いました。

もし、飛行機の絵本だ

ったら、きっとパイロッ

トになりたいと思ったこ

とでしょう。

（№130 ヒデさん）

幼稚園の頃はバレリーナか歌手。あの頃の女の子はみん

なそう思ってたはず。小学校卒業の頃は小説家。中学の頃

は弁護士、または、なんでも知っている人になりたかった。

もう少しおとなになると、音楽や映画関連、編集の仕事に

つきたいと思うようになっていく。ほんとは音楽や映画の

作り手になりたかったのだけれど、才能もなければ、努力

する覚悟もなかったんだよね。

（№136 にゃんこ先生）

子供の頃の夢は「アイドル」

なぜかわかりませんが、小さい

頃に神社やお寺、お参りできる場

所では必ず「どうかアイドルにな

れますように」とお願いしていま

した。歌手とか女優とかじゃなく

てアイドル。

う～んどうしてだろう？

（№263 グリーンピース）

－８－

ま～ゆ会員に聞きました。
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その２

№45 ばくちゃん こと

永井克己

Q… 一番の見所はどこ？世界遺産の建造物があるの

よね？

A… そう、1990 年に世界遺産に登録されたヒヴァの

イチャン・カラ（内城）は別名「博物館都市」と

言われるくらい史跡の集まった所なのに人が住ん

でいて竈でナンを焼いたり子どもが自転車を乗り

回したりしていました。1993年に登録されたブハ

ラの歴史地区は石畳の両側に千夜一夜物語の挿絵

のような建物が迷路のように並んでいました。

2001 年に登録されたサマルカンドは街全体が芸

術品のように綺麗でした。特にレギスタン(砂の)広

場を囲む３つの神学校の煉瓦の青と柱や扉の木彫

が美しかったです。

Q… 史跡や自然以外で面白かったのは何？

A… やはり面白かったのは生活雑貨。

ナンを作る時にピケするための釘が沢山出ているスタ

ンプのような物とか、瓢箪
ひょうたん

をくりぬいて作った香

辛料入れを買いました。香辛料入れは蓋が羊皮製

なのが日本とは違います。瓢箪を使った生活雑貨

は日本でも昔は使われていましたよね。 どちら

も土産物屋さんではなくて地元の人々で混雑して

いるバザールで買ったのです。だから地元の人々

が今でも買って使っているものです。

タシケントのスーパーマーケットで調理器具や

生活雑貨の売り場を丁寧にみたけれど、他には

これ何だろう？初めて見る！と思った道具は見当

たりませんでした。

Q… 民家の台所をのぞいて見る事が出来ると楽しい

のにね。

A… そうなのですが数日の旅行ではそれは難しいで

すね。

工芸面では素晴らしい物が多かったです。特に陶

器と木彫り。陶製品は食器だけでなく土笛とか

陶人形が面白かったし、手作りの良さに溢れてい

ました。陶器も木彫りも機械化されていなくて、

一つ一つが人の手で作られた暖かさが感じられる

物でした。

Q… 機械化されていないってどうして分かるの？

A… ヒヴァのホテルの近くの土作りの家の中で少年

が木彫り制作をしていたの。観光コースでもガイ

ドさんの案内でもなくて、たまたま木のドアが開

いていたので覗いてしまったの、床にも壁にも一

面に作りかけの作品が並んでいました。鉛筆と定

規と彫刻刀のようなノミで彫っているのね。その

小学生の図画工作の時に使うような簡単な道具で

素晴らしい作品を手作りしているの。別の職人さ

んがどこか別のところで磨いて艶を出してから売

りに出されるとの事でした。それだけの内容をウ

ズベスク語とロシア語で話しているらしき少年と

日本語と片言の英語と片言の中国語とほとんどは

ジェスチャーで理解しあえるんだから面白いよね。

後から来たガイドさんの通訳前に通じていました。

Q… 異文化理解・異文化共生だね。

A… ホテルとかレストランに飾ってある陶器類も良

く見ると形も模様も一つ一つ微妙に違う所があっ

て型にはめて作ったのではないことが分かります

し、建物の漆喰壁の連続模様の花びらも一つ一つ

が微妙に違っていたりして手作りだなあと思いま

した。

Q… 家も土煉瓦
れ ん が

作りでしょ？

A… そう、日干し煉瓦と焼き煉瓦、塗り壁らしき土壁

もみられました。

土と暮らす歴史が長いからでしょうか、作業の休

憩時間中にでも、そこにある土で手いたずらのよ

うにして人形や笛を作ったのかしら、芸術品とし

てではなくて。人形の表情も良いのよね。

焼成温度が低いのか土の耐火温度が低いのか、多

分その両方が原因だと思うけれど、柔らかいテラ

コッタのような感じの陶器が多かったです。

モスクやミナレット等のタイルもほとんどが青色

で、青の都と呼ばれるのがぴったりの街でした。

お皿も厚くてぽってりした感触で、青色がとても

綺麗でした。青色で手書きされた素敵な物があっ

て、欲しかったけれど、移動中に割れてしまうの

ではないかと心配で買えなかったのが残念。土笛

はずっと手荷物にしていました。ほら！

Q… ほう！へえ！あら！ド、レ、ミ、ソの４つの音が

出る。

A… これは日本の鳩笛に似ているけれど、穴が３つあ

って押さえ方で色々な高さや太さの音になります。

鳥型だけでなくて､羊飼いのおじさん型のものと

水笛を買ってきました。他にも駱駝
ら く だ

の形や羊の形

も売っていました。
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№138 早乙女こと大久保裕子さん

ちょっと見ると、とても農作業なんて縁のな

い人と思われますが、どうして、ま～ゆの中で

は照ちゃんと一二の腕を誇る田植えの名手です。

大久保さんの田植えの身支度と、手際の良い植

え方に孫の手さんは即座に｢早乙女さん｣のニッ

クネームを進呈しました。

家の仕事は喜んで

早乙女さんは小学校６年のときお父さんを亡

くされ、1800 坪の田んぼが残りました。慣れ

ない農作業を頑張るお母さんをいつも手伝いま

した。田植えは「えいっこ」で 20 人もの人に

手伝ってもらい、自分の家が終わらなくても、

相手の都合でお母さんはよその田植えに行って

しまい､会社勤めをしていた早乙女さんが一人

で残りを植えたそうです。でも｢いやだ｣とは思

わなかった、｢手伝わされたのではなく、自分の

仕事と思っていたから｣と話されました。昔いっ

ぱい手伝ったから、もう田植えはたくさんと思

う人がいる中ですごい人ですね。ヤギやウサギ

も飼っていて、学校から帰ると､雨が降っても困

らないように､次の日の分まで草をちゃんと用

意しておいたとか。

お母さんのそばで

今、ま～ゆの活動は､

ほんのちょっとだけ

にしています。お母さ

んが 90 歳近くになら

れ、車椅子でトイレに

行く時や､入浴の手助

けをするため、充分時

間をかけて､お母さん

のペースで動いてい

るからです。お母さん

の着るものは､既製品では着心地が悪いので､

上着は袖や襟を解いてまちを入れたり広くした

り､ズボンはウエストを広げたりと、着易いよう

に直しているそうです。

趣味の押し花

こんな手先の器用な早乙女さんですから､

趣味の一つに押し花があります。始めたきっか

けは､庭にきれいな花が咲き揃ったとき､何とか

残したいと思い写真に撮っていましたが、押し

花を見て｢これだ｣と思ったそうです。始めてか

ら 8 年ほどになりますが､インストラクターの

資格も取れました。ビッグハットで行われた展

覧会で、白いサギ草の花を使った作品が佳作に

選ばれたそうです。

自分の生き方

ある年のま～ゆ味噌作りで、出来上がった

味噌を分けたとき、早乙女さんは自分の分が無

いことに気がつきました。｢どうしたんだろう｣

と騒ぎになって調べると、次の日の人が間違っ

て来ていたのです。早乙女さんは｢私って､いつ

もとろいので、昔からこんな事があったの｣と

気を悪くすることも無く、笑っていました。

解決した瞬間、間違った人も交えて大笑いしま

した。

早乙女さんは子供の頃、お父さんに自転車に

乗せてもらっていて、靴が脱げてしまっても､

直ぐに｢脱げた｣と言わずに､相当走ってから

｢靴が脱げた｣と小さい声で伝えるような、とっ

ても内気な子供だったそうです。

「私はエンジンをかけてスタートをし､エンジ

ンを止めてまた動き出すけど､ま～ゆの人たち

の中にはエンジンをかけたら走りっぱなしの人

たちがいてすごいね」と感心していました。｢ま

～ゆは元気な人が多いけど､私はのんびり屋だ

から、後から行くことが心地良いの｣とマイペー

スを貫いています。ま～ゆは｢いろいろな人がい

て、それぞれが､それぞれに、満足できる集団｣

だからなのでしょうね。

ミーすけ 記
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会員№224 あかねちゃん こと 茶木あかね さん

長崎県平戸市出身、「きゃー民族（疑問文の終

りにきゃーをつける人々）」のあかねちゃんが、

どうして上田に？

「信大繊維学部の応用生物学科の学生でし

た。４年生の時、休学してさくらちゃんを出産。

３年後に復学して卒業できたのは、旦那の康

至くんの両親が応援したり励ましたりしてくれ

たおかげでもあります。でも、出産前の検診、

遺伝子組換えなど最先端科学のすることへの

疑問も芽生えてきました。」

ま～ゆ、六ヶ所会議、アースデイ

「２００７年１２月の「六ヶ所村ラプソデイ」上映

会の際にま～ゆを知って入会しました。六ヶ所

会議 in うえだのメンバーとしても活動していま

す。うえだアースデイにも参加、今年は実行委

員長を務めました。」

環境問題への関心はいつから？

「子供の頃に学研の科学の本で、赤潮、酸性

雨、温暖化、東京沈没などなどの環境破壊の

話を読み、強烈にインプットされました。」

環境に負荷をかけない暮らしを心がけてい

るあかねちゃん。電気代は、月１８００円くらい

というから驚きです。（ただし、冬は凍結防止

のためにもう少し上がるそうです。）

一方、自治会で「伍長」という役を務めてい

るため、地域のお祭りなどに参加しなければ

なりません。屋台で使う大量の白砂糖や、

大量の石油系のゴミに辟易、でも何も言えな

い…というジレンマがあるようです。

二人の娘の母です

ま～ゆの行事にも時々顔

を見せてくれる、さくらちゃん

と かえでちゃん。でも あか

ねちゃんは、子供と接するこ

とはあまり得意でなく、自分

が子供を育てるなんておこ

がましい、と思ってたとのこ

と。もうだいぶ慣れたものの、

さくらちゃんより年長の子と

のつきあい方にはいまだに

戸惑ったりするそうです。

飯綱でも暮らしました。

「自分が子どもだったら こういうとこで遊びた

いなって思う幼稚園が飯綱にあったので引っ

越しました。保護者として関わる中で食・農・手

仕事のことなどを広く浅く学びました。」

「飯綱にはさくらとの思い出がたくさん。歩い

て幼稚園に通った２㎞の坂道、畑の手伝い、

羊毛クラフト人形作り、日曜大工、あやしい水

の話、コカリナ、木版画、マクロビや重ね煮、

空き家めぐり…。裏山に登って頂上で薪炊き

うどんを食べたこともあったっけ。」

「冬は大雪で雪かき雪ほり、かまくら作りと

そり遊びを自宅周辺でダイナミックに。ジモティ

しか知らない絶景そりゲレンデで絶叫そりすべ

り、りんご畑の間の道でボブスレーのようなそ

りすべり。雪遊びができないとこが上田はおし

い！」

そしてまた上田に

「りんごの名産地飯綱では、春になると憂鬱

になるくらい農薬の散布が行われるんです。

自宅の周りも幼稚園の周りもりんご畑。そんな

時、そういえば上田もいいところだったなあと

思い出して、子供の健康を考えて引っ越すこと

にしました。」

上田の好きなとこ、きらいなとこ

「お天気が多いところが好き。ま～ゆをはじ

め好きな人もたくさん！」

「いやだと思うのは、ＪＴ跡地にイトーヨーカド

ー（アリオ）が建とうとしてること。」
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ま～ゆについて

「まだまだ未開封な部分が多々ありそう。」

「心の寄りどころ的人生の先輩や親がいない

土地で暮らす上で、感じた不安などを聞いても

らい、大丈夫って思えたのは、ま～ゆのみなさ

んのおかげ。感謝、感謝です。」
最後の質問「家族や社会への願いは？」

には、「想像力が大事。」と、簡潔にして深い

答えが返ってきました。

№121 宮 原 弘 子

最近､毎日使うトイレットペーパーがとても気になる。

一昨年､フランス旅行から帰った直後､小学５年生を対象に､水を

中心にした環境問題の話をしたことがきっかけだと思う。

フランスでは､食事の際､飲み物は水もジュースやワインと同じ有料で､水がダントツに

高いこと。また公共の施設でもトイレに入るのにお金がかかることもあると話したときの

こどもたちの驚いた反応ぶりが､私の変な好奇心に火をつけたようだ。

その後に行ったイタリア旅行の最後に宿泊したローマの一流のホテルから、気がつい

てみたら､なんとトイレットペーパーを持ち帰っていた。

日本のものと比べると大きな違いがある。

チェコ､ハンガリー､スペイン､韓国など､

いろんな国のペーパーに比べ､長さ､紙質､

厚さなどすべての面で、日本のものが 一番

上質だと思う。

でもよく考えてみると､ペーパーって そん

なに上質で､必要以上に広い面積のものでな

ければいけないですか？真っ白でやわらかｰ

いものでなければいけませんか？

もしかして､もう１cm 縦横を縮めれば､だ

いぶ紙の原料､燃料などが節約できるかな？なんて思ったりする｡細木数子さんが｢最近の

若い女性は､ガラガラとトイレットペーパーをやたらと引っ張って多<使い過ぎる｣と言っ

ていたことも納得できる。ほかの国のように一回の使用量が多くならないような工夫も必

要かな？

こんな風に､ペーパーからあれこれエコ？のこと考えていますが、みなさんはどうお考

えですか？

記者（にゃんこ先生）のひとこと： あかねちゃんとの初対面は、昨年の初春、寿限無で。

甘さ控えめで素朴なパンケーキ風の手作りおやつを持参していて、しかも入っているザルが

フェアトレードもの。へーえ、こんな垢抜けた今風な子が…ととても印象的でした。今年は某

ま～ゆ会員の畑で毎週のように一緒に草取りをしながら、おしゃべりしました。いいと思った

ことは即実行するエネルギーを感じる反面、やりたいことに身体や状況がついていかないもど

かしさもかなりあるんじゃないかな、と思います。先は長いです。あせらずやりましょ。

日本 幅 113ｍｍ

長さ 150ｍｍ

ローマ 幅 90ｍｍ

長さ 115ｍｍ



クエン酸を分けていただきました。

１００ｇ１００円＋５０ま～ゆで都々平さんから。

メールを見て、終わらないうちに急いで注文し

ました。厳選されたクエン酸で､美味しいしそジ

ュースが作れます。

きみちゃん

ま～ゆ市会場へ送迎をしていただきました。

かっとまんさんに。お願いすればごく当たり前のよ

うに引き受けていただいて感謝です。

まめちゃん

思い出の自転車を譲りました。

アンジンさんに中古自転車を３台。

1500 ま～ゆで。

その中のひとつは捨てられずに取っ

て置いた私の思い出の自転車だっ

たので、もらっていただき本当によか

ったです。

グリンピース

ミカンの空箱を９個も貰いました。
娘の勤める学校でマリ共和国へ物資を送るた

めの箱です。お願いをしたら｢かっとまんさん｣

はすばやく持ってきてくださいました。大感激

でしたので５００ま～ゆお支払いしました。

ミーすけ

私とゆりちゃんは鍼灸師です。

ま～ゆの皆様から健康に関する相談を受けたり、治療

をしています。

治療の場合は、通常料金の２５％をま～ゆでいただい

ています。

まめちゃん

たくさんアンズを頂きました。
アンズがおちて困るというメールで都々平さんから２００ま
～ゆでアンズを頂きジャムが４瓶作れました。１瓶は近所
におすそ分けして喜ばれました。

ぶんちゃん

ま～ゆ畑や田んぼの世話をしてきました。
５月にま～ゆ入会直後､大豆畑の石片づけを。

６月には須川でほたるコンサートの会場の草刈を行

いました。ごんべえさん、ヒデさんと３人で刈り払い機

の音も高らかに背丈ほどに伸びた菅や雑草との戦

いでした。加えて６月としては暑い日でした。この作

業では１０００ま～ゆ頂きました。他の作業を含め頂

いたま～ゆは基本的には寄付に回す予定です。

サイヤン

運転免許の写真を取って貰いました。

都々平さんの家で２００ま～ゆで。

普段気がつかない姿勢を直してもらったの

で良い写真が撮れました。

たまちゃん

推理小説を３冊譲っていただきました。

けいちゃんからアンジンさん所有の本を１００

ま～ゆで。

ワクワクドキドキの 1 週間を過ごすことができ

ました。

ヒデさん

ホームベーカリーを借りました。

ミーすけさんに１００ま～ゆで。

にゃんこ先生

－１3－



資料写真

宅配をお願いしました。

寿限無の都々平さんに現金＋５０ま～ゆで送っ

てもらいました。

日にちが指定できないけど､安くて助かっていま

す。 たまちゃん

薪能のチケットを買って貰いました。

たまちゃんに手数料３００ま～ゆ。

｢そんなにま～ゆいらないと｣言われました

が、うれしかったので支払いました。

まるちゃん

エゴの幼木を頂きました。

じゅんこちゃんに２００ま～ゆで

薄ピンクの花が咲くそうです。とても楽し

みです。

ミーすけ

タイヤの交換をして貰いました。

●ふかちゃんに１０００ま～ゆで。

格好､道具、手際のよさ､どれをとってもプロ並みで見

とれてしまいました。

ヒデさん

●これからも躊躇せずにお願いしようと考えています。

まめちゃん

メトロノームを
譲って頂きました。

娘がピアノを習っていて、メトロノーム

が必要になり、家にあったのですが壊

れてしまい､購入しようかと調べてみる

と高価で困っていました。ま～ゆ市で

声をかけたらけいちゃんが「あるよ」と

いってくださり､ビックリしました。１０００

ま～ゆでした。とてもお得な気分で

す。すごく助かりました。 えもしち

スニーカーを買いました

甲田はきもの店に「ハイキング用のスニーカー

で防水の ものってありますか？」と聞いたとこ

ろ、「ちょうどいいのがありますよ」と出してもら

ったのは私の要望にぴったりでした。幅直し

のサービス付きで、１０％もま～ゆを使わせて

もらいました。

都々平

クリスタルボウルを奏でてもらいました。
くらげさんに演奏していただきました。

とってもリラックスして心地良い時間を過ごせました

グリンピース

コーヒーミルを貸して頂きました。

杉山さんから２００ま～ゆで。

初めてのま～ゆ使用でしたので｢さすが

ま～ゆ！｣と感激しました。

グリンピース

パン作りのレシピの
編集をしてもらいました。

ヒデさんに５００ま～ゆで。

お陰で､無事に寺子屋が出来ました。

にゃんこ先生

「にゃんこ先生の手作りパン教室」で
託児をお願いしました。

実家の母の「うえのさん」に１０００ま～ゆで。

高齢の母を働かせてしまいました。

にゃんこ先生

－14－
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マイケル・モーバーゴ 作 評論社

世界で一番の贈りもの

文

№45 ばくちゃん

せ 戦争反対

か 簡単だよね。「戦争をしない、したくない」は、皆の願いだもの。

い 意外にも、それが実現できない！

で 出来ないのはなぜ？

い 命を粗末にし

ち 血を流し

ば 馬鹿馬鹿しいと思いませんか？

ん ん～

の 喉を嗄
か

らして「戦争反対」を叫んでも

お 多くの人を振り返らせる事は､本当に難しい。

く 苦しかった事も年月とともに薄れていって「僕らは戦争を知らない戦後生まれの子ども達」

り 利己的になって｢自分たちに関係のないことさ 古い昔のことさ｣…それでよいのか？

も もう一度、

の ノーと「戦争反対」と…言ってみようと思わせてくれる本です

とても有名な小さな絵本です。

書かれているのは本当にあった事を元に作られたお話だそうです。同じ内容で ほかにも小説や映画が作ら

れたそうです。

古道具屋で買った机の秘密の引き出しに仕舞われていた一通の手紙。そこに記されていたのは…

敵としか見ていなかった兵士にも家族がいて、待っている人がいて、兵士ではない職業があって、戦争が

終わって家に帰る日を楽しみにしている。それがひしひしと伝わってくる本です。

数分で読める本です。

出来たら図書館に足を運んだ折に手にしてみて下さい。書棚の場所が分からなかったら、館の方に書名と

作者名と出版社を告げて下さい。近隣の図書館の蔵書の中からでも探し出してくださいます。職員の皆様は

とっても親切です。

こういう本のリクエストが数多く寄せられて、また新たに図書館に蔵書されたらと願っています。

長谷川義史 著 株式会社 教育画劇

ぼくがラーメンたべてるとき

「戦争反対」なんて一言も記されていません。

ぼくがラーメンたべてるとき、となりでミケがあくびした。

となりでミケがあくびしたとき、となりのみっちゃんがチャンネルかえた。

そう、平和な子どもたちの生活の一こまが続いていきます。

その時、隣の国の子が何をしているのでしょうか。

そのまた隣の国の子は何をしているのでしょうか。

そして最後のページに書かれた一言…かぜがふいていた。

隣の国に風がふいている様に、僕がラーメンをたべている窓辺にも風が吹いていた。

この風はどんな風なのだろか、裏表紙の月に向かって歩く後姿の少年は 隣の隣のそのま

た隣の隣の国で倒れていた少年でしょうか､それともラーメンを食べている僕の明日の姿

なのでしょうか？と考えてしまいました。

本の紹介
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山本道子さんの簡単お勧め料理

目が不自由な山本さん(№171)は､ほとんどご自分でお料理をします。油で揚げるものなど

はヘルパーさんにお願いしますが､この料理もナスの皮は山本さんがむいてくれました。

先日ケイちゃんと この２つの料理を教えていただきました。２人とも家に帰って何度も

食卓にのせてしまったほど､美味しくて簡単なお料理ですので ここに紹介しました。

｢皆さんに作っていただけるとうれしいな｣と山本さんはおっしゃっています。(ミーすけ)

揚げなすのおろしそえ
３人前

丸なす 大きなもの３個

大根 適当

しょうゆ 適当

わさび 適当

けずりぶし 適当

丸ナスは皮を向いて横に３等分します。両面に細かく包丁を入れます。

フライパンに多めの油を入れ､やわらかくなるまで焼きます。

大根をおろしてナスに乗せ､ワサビしょうゆをかけ､上にけずりぶしを乗せて､熱々を頂きます。

とりささみのネギ包み揚げ
３人前

ささみ ６本

長ねぎ １本

トウガラシ 適当

小麦粉 適当

味噌 小指の先ほど

塩 少々

ささみは臭みをとるため塩もみをします。手早く水で洗い流します。

ささみを左右に切り開いて､斜め切りしたネギを２本のせ､味噌を入れ､トウガラシを振りかけ

て巻きます。

それに小麦粉をまぶして､油で揚げます。

編集を終って
編集委員になって３年以上経ちます。今回初めて「ま～ゆな人」を書きました。「あかね

ちゃんで書きますう！」と自分から手を挙げたくせに、それから半年近くかかってやっと仕上

げました。毎日たいしたことはしていないのに、なんだか時間に追われています。のんびりと

暮らしたいですね。

ところで、アンケートにご回答くださる方が最近減ってきていて、ちょっとさびしいです。

もう飽きられてしまったのかなあ？次号は記念すべき 50 号、縁台ばなしのテーマが「お金」な

ので、「思わぬ大金を手にしたら何に使いますか？」とか「何に使うお金がいくら欲しいです

か？」みたいな質問になると思います。 （にゃんこ先生）

今号も､元気なま～ゆを象徴するような内容になったと思います。投稿記事も 3 つあり､全員参

加型の会報に誇らしさを感じながら編集を務めました。

11月､ま～ゆは 8歳になり､残した足跡は数知れず､それを記録した会報がついに 50号に達しよ

うとしています。多くの会員が参加して築き上げてきた この金字塔に拍手を送りましょう。

｢記念号にふさわしい特集を｣と編集委員一同張り切っていますが､私たちの能力には限りがあ

ります。どなたも編集委員になったつもりでお知恵を貸してください。

ご提案･ご要望をお待ちしています。 （都々平）



身近なところへ

11月1日(日)
詳細はハガキ通信と

ＭＬでお知らせします

参加者募集

会場は 寿限無
9 月 2４日(木)

7 時から
10月は ま～ゆ通信で

お知らせします

10 月のま～ゆ市は

10 日(土)

午後1時30分からです

会場はいつもの

中央公民館 第 2･3会議室

８周年と会報50号達成を祝う

11 月15 日(日)
午前１０時～

豊殿農村環境改善センター
(予定に組み込んでおきましょう)

代 表 安 井 啓 子

ま～ゆ連絡先 前 田 光 俊

〒386-0041上田市秋和 503-6
TEL 27-1230

ホームページ

http://zuku.umic.jp/hp/ma-yu/

ま～ゆ田んぼ
の

稲刈
10 月４日(日) 予定
時間等MLで確認してください

持ち物 稲刈り鎌、
長靴（ぬかるんでいる場合）

飲み物、おやつ
昼食は希望者だけ

※空模様によっては変更があります。

須川プロジェクト

めでたく８周年を迎えます。

会報50 号達成と合わせて

お祝いのま～ゆまつりです。

荒井ハリ治療室 №194まめちゃん(荒井）

●まめちゃんの健康相談室

体の構造とルールに照らし合わせて、あなたの
体のことを考えてみましょう。

●相談には500ま～ゆをお使いください。

●治療にはま～ゆを25％使えます。

●予約は電話で。

上田市踏入 2－15－10

℡0268-24-5627


