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12 月のま～ゆ市は盛会でした

2003年最後のま～ゆ市は新しいお仲間や、ま

～ゆ畑の野菜たち、それに久しぶりに参加された

方たちもあって、とっても賑やかに交歓、交流、交

換が行われました。

初めに、柴田疲労坊(ひろぼー)さんからま～ゆ田

んぼ、畑の一年間をパワーポイントを使って報告

してもらいました。無農薬、無化学肥料で育った野

菜やお米が食べたい、本当に体にいいもの、その

上環境にも負担をかけない暮らし方がしたいと願

っていますが、実践となるとなかなか大変なことも

事実です。それでも、出来る事から一歩一歩すす

めること、しかも仲間と一緒に楽しみながら……が

「ま～ゆ精神」かな？って思いながら聞きました。

いじこさんからは、不燃ゴミ袋の有料化につい

ての厚生委員会傍聴報告。竹内みさおさんからも

有料袋導入前に少しでも不必要なビニール袋を

使わない、作らない取り組みが必要と署名活動を

され、議会への働きかけを一生懸命してきたのに、

本当に市民の声が市政に届いていかないことが

話され、話題になりました。私たちは、自然環境に

これ以上負担をかけない暮らし方、自然との共生を

願っていますが、それを拒む壁の大きさも日々実感し

ています。ゴミを出さない暮らしをしたいのに、お買い

物の度に付いてくるトレーやパック、ビニール袋等や、

再使用可能なビンからこの頃は、流通に便利というこ

とでペットボトルが主流になってきていること等数え上

げたらきりがありません。でも、嘆いているだけでは何

も変わらないので、生活者の視点を大切にしながら、

問題の対策、対処の姿勢だけでなく、もっと別のアク

ションも必要かなって思います。

ま～ゆ田んぼ・畑の取り組みや手作り味噌、炭焼き

などの活動もそんな想いから始まりました。目先の損

得勘定だけでなく、もっと長い時間軸の中で地域や暮

らしを考え、自分発信を大切にして出来る事からみん

なで力を合わせていこうと始まった「ま～ゆ」です。”ま

～ゆ”は、多彩で多芸、達者な人たちがいっぱいです

から、これからもきっと様々なアイデアが生まれてくる

ことでしょう。新しい年は、ま～ゆのみなさんの知恵や

技を更に集めて発信していきたいですね。

安 井

元力士がつくるちゃんこ鍋を食べる夕べに参加して

“ちゃんこ鍋”って言葉では知っていましたが、食べたことはありません。「一度食べてみ

た～い」という軽いのりで参加しました。少し遅れて縁舎に入ると、たくさんの人が集まっ

ていて、後ずさりする所でしたが、「これを１つ引いてください」と男の子にうながされ、

一緒に行った丸山さんと１つずつくじをもらい「えっ」なんと１番２番

でした。

元坂城富士のシコ名で修業された、堀内さんが、伊勢の海部屋のちゃんこ鍋を作ってくだ

さいました。野菜がたっぷり入り思ったよりも甘味（みりん味）が強かったことと、豚肉で

はなく、鶏肉が入っていて「力士は四つ足を嫌う」の話に納得し、お代

わりもいただき（何回もした人も）‥‥更にそのスープで煮込んだうどんのおいしかった

こと‥‥大満足！このおいしさは、食べた人にしかわかりません。ごちそうさまでした。

もっと感激したのは、お皿洗いを孫の手さんのお子さんが一手に引き受け、手際よく片付

けてくれたことです。準備のところを見ていませんでしたが、「きっとお母さんと一緒に、

野菜洗いから手伝ってくれたんだな」。と思いました。

ありがとうございました。

今度石鹸を、持って行きますので、皿洗いに、使ってみてください。

№129 幸子
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ま～ゆな日々
別所線・反戦 №7 のび太

地元育成会主催のクリスマス会に宮崎さんのストリートオルガンをお借りしようと都々平さん宅に伺

うと､おや！先客タケちゃんがいるではないか｡早速お茶仲間に入れて頂くことに。(実はこれが目

的？)

上田交通別所線存線で何か良い意見はないかい？というタケちゃんの話から都々平さんも入っ

て､しばらく電車談義で盛り上がった｡都々平さんや私のように千曲川右岸に住む者にとっては利用

頻度も低く､なじみは薄いのだが｢脱クルマ依存型社会｣実現のためには是非とも残しておきたい貴

重なローカル線だ｡いろんな意見が出た中で共通する意見としては｢地域外｣への働きかけだ｡沿線

住民の利用者を徐々に増やす方策は必要だが､地域外の方々に観光路線として売り出せるような何

か良いアイデアはないだろうか｡実現の可否はともか<､タケちゃんの壮大な計画(夢)はすばらしいと

思った。

都々平さんの意見はユニークだ｡でも存続運動に関わる方々から総スカンを食らいそうな意見な

のでここでの公表はさけましょう(笑)。そんなこんな話題に花を咲かせていると､おっとお出まし孫の

手さん！都々平さん邸は今日もまた賑やかになってまいりました。

話題は変わって、１２月のある日、イラク自衛隊派兵反対の個人の意志表示として､市役所から上

田駅までピースウオークに参加した｡いわゆるデモ行進というものに生まれて始めて参加したのだが､

所属する組織や団体の利害関係を意識の上で優先させてしまう現実がある限り、やはり多<の市民

は集まらない｡総勢 80 人、１名を除いて全員はじめてお目にかかる方々ばかりで列の一番最後から

小声でシュプレヒコール｡正直いって勇気のいることでした。

ドイツでの反戦デモには､いたずらに米国を刺激しないようにとの配慮から首相の制止があるに

も関わらず､連邦議会議長はじめ複数の閣僚が､また警察官や機動隊員が大勢私服でデモに参加し

ていると聞く｡個人の思想や信条が何より優先され､違いを認めあう風通しの良い､うらやましい社会

がそこにある｡そんな社会の実現のために､あるいはそのような個人の意志表示が自由にできる社会

であり続けるためにも､まずはひとり一人の行動が大事だと切に思うこの頃です。
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ま～ゆな人 №40 よっちゃんこと 松野芳江さん（松野理容院経営）

血液型 A 型
好きな食べ物 粉もの
好きなこと 三味線
嫌いなこと 嘘をつくこと
ま～ゆにはいったきっかけ 家氏さんとお友達
ま～ゆに思うこと ・知って居る人としか、交流できない。

・たまにま～ゆ市に行くと、知り合いの顔ぶれ
が少なく又行かなくなってしまう。

・いろいろな情報が、メールで流れてきても、
一人ではおっくうになり参加できない。

松野さんは、自宅を開放

して【虹の会】を開いて

いる。

月に２回近く(常盤城)の
50 代から 80 代の女性が
集まり楽しいひと時を過
ごす。8 年前から始められ
た。三味線にあわせての
唄あり‥お茶会あり‥2
ヶ月に一度の誕生会には、
松野さん手作りの古代米
の入った栗おこわなどご
馳走が並ぶ。
他にも何か勉強になるこ
とや、心が豊かになるこ
とをしようと時々人を招
きいろいろ企画している。
『ま～ゆの方々のいろい
ろな才能をお借りした
い』と松野さん
「松野さんのご好意で、
このような素敵な集まり
になっています。友達も
増え、会話も弾みます。」
と会員にも好評である。

色々な分野に人材の知人
をお持ちの松野さん笑顔
がとってもステキな若～
い感じのやさしい方でし
た。
最後に、上田の市制に一
言！！！。
老人施設が新しくなった
この頃、乳児園のような
施設の老朽化が寂しいで
すね！！！。
高齢者だけだなく、子供
達にもやさしさがあふれ
る松野さんでした。

コボル 記
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○ホウレンソウをいただきました

くまさんが 斉藤さんから100ま～ゆで

○ ポルトガル語のテキストを

貸していただきました

鬼太郎さんが 山岡さんから100ま～ゆで

○リースをいただきました

深沢さんが 斉藤さんから300ま～ゆで

○写真をいただきました

いっしゅうさんが 黒田さんから40ま～ゆで

○タルトをいただきました

タケちゃんが 藤倉さんから100ま～ゆで

柳沢さんが 藤倉さんから200ま～ゆで

○ビオラの花をいただきました

藤倉さんが 西沢さんから300ま～ゆで

(種から蒔いて元気に育っています)

○ぼうぼうに伸びた庭の植木の手入れ
をしていただきました

前田さんが 孫の手さんから2000ま～ゆで

(刈り込んだ枝までダンプで片付けてもらって大

助かりでした)

○散髪をしていただきました

ホーおじさんが ひっちゃんから2000ま～ゆで

(切り込みすぎてちょっと残念 でもうれしかっ

た)

○紅茶をいただきました

渡辺さんが 小林さんから20ま～ゆで

○町歩きの案内料をいただきました

ヒデさんが 参加者から各100ま～ゆで

(中心市街地にたくさん残る擬洋風建物を案内し

ました)

○名刺を作っていただきました

タケちゃんが 都々平さんから1000ま～ゆで

コボルさんが 都々平さんから500ま～ゆで

○在来種の種をいただきました

ホーおじさんが 古田さんから100ま～ゆで

○ハーブケーキをいただきました

深沢さんが 斉藤さんから20ま～ゆで

○ま～ゆ味噌をいただきました

藤倉さんが 安井さんから500ま～ゆで

(うちの味噌ができる前にいただいてとてもおい

しかったです)

○ 味噌作りを一緒にさせていただきまし

た

柳沢さんが 宮原さんから1000ま～ゆで

(ありがとうございました)

藤倉さんが 宮原さんから1000ま～ゆで

(教えてもらいました 今食べてとっても満足です)

○ベッドをいただきました

都々平さんが ごんべえさんから5000ま～ゆで

(もう 1 台ほしいところだったので 寝室によう

やく2台並びました)

○ カウントダウン結婚式に

お招きいただきました

いしゅうさんから サザエさんに

3000ま～ゆご祝儀をお渡ししました

○ 包丁を研いでいただきました

コボルさんが 西ちゃんから500ま～ゆで
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○脱穀を手伝っていただきました

ワビさんが ごんべえさんから5000ま～ゆで

○FAX ロールをいただきました

タケちゃんが 安井さんから200ま～ゆで

○手造り栗かのこをいただきました

鬼太郎さんが 斉藤さんから200ま～ゆで

○梅干をいただきました

ワビさんが 藤田さんから400ま～ゆで

○ウーロン茶をいただきました

タケちゃんが 西沢さんから100まーゆで�

○酒粕をいただきました

ホーおじさんがごんべえさんから250ま～ゆで

くまさんが ごんべえさんから250ま～ゆで

○多肉植物をいただきました

藤倉さんが 小林さんから200ま～ゆで

(今も庭にがんばっています)

○小梅をいただきました

くまさんが 前山さんから60ま～ゆで

○特製手造りワインをいただきました

鬼太郎さんが 宮原さんから1000ま～ゆで

○コーヒーをいただきました

鬼太郎さんが 安井さんから50ま～ゆで

○ 税金について教えていただきました

都々平さんが いっしゅうさんから200ま～ゆで

都々平さんが 喜多さんから500ま～ゆで

○ 地域通貨の講座を開催(話し相手)

させていただきました

鬼太郎さんが 木下さんから100ま～ゆで

○ 会場を借用させていただきました

コボルさんがかっちゃくさんから1000ま～ゆで

○ パソコン設定を

していただきました

コボルさんが ひらりんさんから500ま～ゆで

都々平さんが ひらりんさんから500ま～ゆで

○ お話し相手をしました

都々平さんが 小宮山さんから200ま～ゆで

都々平さんが 孫の手さんから200ま～ゆで

○ 自転車のパンク修理を

していただきました

ホーおじさんが のび太さんから500ま～ゆで

○ エンデの遺言のVTR を

借りました

いっしゅうさんがさなぎ(事務局)から20ま～ゆで

○ スカートの裾上げを

していただきました

孫の手さんが 小池さんから2000ま～ゆで

この号から“お助け一覧表„は別冊になり、その内容を適宜変えていくことにしました。

地域通貨はその名のとおり、流通してこそ意義があるので、一覧表をにらんでばかりいて

も仕方ありません。

頼みたいこと、してほしいこと、もらいたいもの等々を「円に換わる通貨で買う」と考

えて、あつかましいぐらいに積極的に使いましょう。この“お助けあぶりだし„は会員が

過去 2年にわたって交換してきた実例のほんのサワリを載せたものです。実際はもっと多

彩に行われているので、毎号これを掲載していきます。経験の少ない会員には参考になる

のではないでしょうか。 都々平



強力人生活力剤＝ま～ゆ

昨年は初夏から年末までの間は、すっかり非ま

～ゆ的生活。世話入会も稲刈り、盛夏パーティー

も残念ながらご無沙汰でした。

毎日、会社へ向かう電車の窓の田園風景を見

て、つい須川のま～ゆ田んぼや畑を思い浮かべ

てしまいました。実は親がサラリーマンで引っ越し

ばかりしていて、農家や農村の暮らしにはあまり

縁のなかった私です。

ところがある時期から、夕暮れ時の里山風景を

しみじみと美しいと感じるようになってきました。田

んぼに出かけて写真を撮ったり、ボーと突っ立っ

て、風を感じるだけで幸せな気分になるのです。

こんな私を妻は「信じられない変節」と言っており

ます。

きっとガリガリバリバリだけでは人間が傷んでし

まうのです。年末になってま～ゆ活動を復活。きら

きら光っていて前向き＆元気なま～

ゆ人に再会！やっぱり。ユンケルより

もま～ゆの方が身体にも心にも優しく

て効き目もありそうです。

（N0.3ホーおじさん）


