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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
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
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
とがお互いに

と考えます。
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蚕都くらぶ・ま～ゆ会員のみなさまへ 

暑い日が続いておりますが、みなさんお元気でお過ごしでしょうか？７月 10 日は大変お世話になり

ました。お忙しいところ、ご都合付けてくださり、本当にありがとうございました。 

みなさんのお話を聞いていて、自分が子どものころの近所づきあい(今は必要最小限の付き合いし

かなくなってしまいましたけど)を思い出しました。困っていることがあれば気軽に相談ができて、必ず

誰かがそれに応えてくれる、という。 

それと、みなさんが本当に元気で楽しくて仕方ない、そんな印象が強く残っています。 

｢代表者｣や｢世話人｣と名の付く人はいるけれど、その人が先頭に立ってみんなを引っ張って行く、

という印象ではなくて、お互いが対等でお互いを尊重して活動している。その様子がとても羨ましく感

じました。 

私が所属しているサークルの会員や､駒ヶ根市内で活動している多くのボランティアの方々にも、

体験して欲しいなぁと思う交流会でした。 

最後になりましたが、精進ソースカツ弁当やま～ゆ豆腐などの昼食も、お土産にいただいた納豆も、

とてもとてもおいしかったです。 

またお会いできる日がありますように。 

駒ヶ根市ボランティア連絡協議会(駒ヶ根手話サークル)田村夏子 
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駒ヶ根市ボランティア協議会会長のかっちゃくさん（以前ま～ゆ会員）からま～ゆのみなさんと交流

がしたいとの申し入れで実現しました。 

駒ヶ根市ボランティア協議会からは、手話サークル、点字サークル、地球人ネットワーク（多文化共

生）、朗読の会などで活動されている方や社会福祉協議会、伊那保健事務所の職員の方など１７名

が上田市に来られました。 

初めに日頃のま～ゆの活動をパネルを使って簡単に説明した後、小グループに分かれて交流しま

した。どのグループも少人数ならではの、なかなか熱のこもった語り合いになっていました。 

ボランティア活動に参加して、誰かに何かをやってあげるではなく、反対に目や耳の不自由な方か

らいろいろ教えられたり、気づかされたりすることがたくさんあり、自分のためにやっていると思うように

なったという方が何人もおられました。 

これは、わたしたちま～ゆの活動でもいえる事。お金で解決すれば手っとり早いことを、あえてま～

ゆのお助けを活用する意味は、相手との信頼関係を結びたいから。 

こうして交流することで、日頃の活動をお互いに振り返るいい機会になりました。（ケイちゃん） 

 

 

 

数人のグループに分かれて､｢フリートーク｣をしました。 

A グループでは“ニックネーム„“好きなもの„“それぞれ

の活動„の中で好きなことについて順番に話を進めまし

た。 

“ニックネーム„では、フラットな関係づくりにとても役立

っていることを私が話し、駒ケ根の方々にも自分でニック

ネームを付けてもらいました。その中で、印象的だったの

は「しゅざ」というニックネーム。青年海外協力隊でシリア

に行った経験から、シリア語で「香（かおり・本名）」を意

味する言葉が「しゅざ」なのだそうです。 

“好きなもの„では、現在は足に自信がないので、山登りをしなくなったが、以前はよく山へ登り、草花を

見るのが好きだったという駒ケ根のこばちゃん。 

興味が尽きないのが運動生理学で、とくに水分補給が面白いというま～ゆのひろ坊さん。普段と違った

顔を見ることができ、その人の奥行きを感じました。 

“それぞれの活動の中„では、20 年以上知的障害者の支援をしてきた駒ケ根のやまちゃんは相手を叱る

とき、怒らせてしまうと手に負えなくなるので、その加減が難しいと言いながら、知的障害者の純粋さが好

きだと話してくれました。 

ボランティア活動もま～ゆの活動も好きなこと、楽しいこと、嬉しいことがあるから長く続いているのだと思

います。 

そして、最後はやっぱり、どのように人とつながるか、ということに尽きるような気がしました。 

言葉で人がつながるためには、

どうしても時間がかかってしまう

ので、交流時間があと 20～30

分あるとよかったです。でも、

楽しい交流ができました。 

協力してくださったミーすけさ

ん、めばえさん、ひろ坊さん、

どうもありがとうございました。 

ヒデさん 



－３－ 

一年に一度の生ビール祭り、去年までは生ビールを飲みに行く目的ばっか

りでしたが、今年はお店を出てん店しました。縁日にぴったりな､｢たこやき」

定番ですね。☆ 

これまた、私は人生ではじめての売り子さんです、いつもは買う専門なん

です。 

人に食べ物を作ることは初めてなので、美味

しくできるかよりも、｢誰か、買ってくれるか

なぁ～、売れなくて、家に持って帰って自分で

食べるんじゃないか｣と、不安の方が大きかっ

たです。ただでさえ、人前で話しをしたり、商

品を勧めるのは苦手なんです。 

売り場が良かったのか、お義理で買ってくれ

た人もいて(笑)、おかげさまで順調に売れまし

た。買っていただいた皆様、お味はいかがでし

たでしょうか? 

リクエストがあれば、また、来年もたこ焼き屋さんを出させてください(^^)v。 

人に食べていただくことって素晴らしいですね。生ビールもがっつり、いただきました。 

ありがとうございました☆ №231 どんちゃん 

 

ワンデイシェフシステムの発明者 

四日市の海山裕之氏が 

四日市名物｢ネギ焼き｣を特別出店！ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
名  前  入谷徳子（にゅうやのりこ） 

出身地  東京 

血液型  Ｏ型 

性格  一見タクマしいが、実はセンサイ 

好きな食べ物 誕生日に必ず食べるユーハイムの 

   バウムクーヘン超厚切り 

嫌いな食べ物 甘いお漬物 

好きな人 誠実な人 

嫌いな人 不誠実な人 

好きなもの 楽しく飲む酒 

嫌いなもの 宿題 

私の夢  Ｃａｆê あんこ坂で大儲けする ！ （MuriMuri） 
 

０９年１１月に殿城の岩清水で田舎暮らし開始。 

『家庭でできる自然療法』の著者東条百合子先生の主催する料理教室で学びました。 本の

内容は手当のことですし、授業はその実習や調理ですが、私が身につけたのは「三日坊主脱却」

です。今やっと四日坊主に昇格しました。末長くよろしくお願いします。仲良くしてください。 

９月末、岩清水の自宅に「Ｃａｆê あんこ坂」をＯＰＥＮします。どうぞごひいきに！ 

東信ジャーナル 8 月１９日 



－５－ 

今回のテーマ 

 “ 涙 „ 
 
高 校 スポーツと涙  №35 昆 ちゃん 

高校スポーツを長年取材した経験から､勝ち負けで涙が見られる競技は､個人よりも団体である。 

団体競技の代表高校野球。地区大会の１・２回戦で､0 対 15 などコールドゲームで大敗したナインが､グラウ

ンドで号泣する姿をテレビカメラが大きく映す。以前､長野大会の初戦で大敗､大泣きする選手を､大新聞が｢君

の涙は美しい｣と賞賛していたのには驚いた。涙はスポーツの美か？ 

かつては惜敗しても､じっと涙をこらえていた。サッカーやバレーボー

ルも､人気が出てテレビ中継が行われるようになってから､選手の涙腺が

ゆるくなってきた。テレビ中継や観客の増加と､選手の涙の量の増加が比

例しているとは思いたくないが…… 

個人競技の代表が､陸上競技や水泳である。ここでは負けてもあまり涙

は見せない。一人でじっと耐えている姿が多い。 

しかし陸上や水泳でも､駅伝やリレーなどの｢個人競技の中の団体種

目｣になると､とたんに涙腺がゆるんでくる。 

赤ちゃんが大勢いる会場で､一人が泣き出すと泣き声の大合唱になる。

この傾向は高校生になっても団体競技

ではあまり変わらない。 

私は放送局を途中退社して､佐久長

聖高校のスポーツの総括責任者を 4 年

間やった。 

駅伝･野球･スピードスケート･女子バ

スケットボールで､全国トップクラスの指

導者がいた。共通していたのが｢試合で

負けて泣くよりも練習で泣け｣である。試

合で負けてもボロボロ涙を流すのでなく､

なぜ負けたか､選手も指導者も冷静に分

析して､次の勝利に結びつけていた。こ

れが強さの秘訣である。 

駅伝の都大路でも､野球の甲子園でも､

厳しい練習で鍛えた肉体と精神がぶつ

かり感動を呼ぶ。ハイレベルの闘いに

決着がつき､選手の目に光る涙は､勝ち

負けを問わずさわやかで見るものの心

を酔わせる。 

湖｣と｢別れの曲｣で胸がキュンとなり､涙が止まらず目が腫れてしまいました。今観
ても泣けます。 

ＮＨＫの番組で黒柳徹子さんが｢私は楽しいこと好きなことしかしません。嫌い
なことは何もしません。｣と話しているのを聞き､羨ましいなと思いました。主婦はそ
んな勝手なことは言っていられません。 

ま～ゆ会員になったお陰でいろいろと刺激を受けて､有意義な日々を過ごして
います。ま～ゆ菜園の収穫は楽しみですが雑草に泣かされています。菜園で一
人雑草と闘いながら汗と涙を流しています。 

 

喜 怒 哀 楽 の涙  №25 公 ちゃん 

人の一生はなんて短いのだろう､と最近は折りに触れ思う事があ
る。私も今まで生きてきた歳月より、これから先のほうが短い……
でもまだ未知のことです。まだ折り返し地点に達していないか
も？？。 

ちかごろ同級会が頻繁に開かれるようになりました。若さ(?)故で
しょうか。小学校を卒業してから半世紀を経て会った昔のガキ大将
を見た瞬間｢○○ちゃんだ｣と分かりました。思わずハグしていまし
た。お互いに感動と喜びの涙にむせぶワンシーンでした。 

子供のころ､現在のようにテレビもゲームもない時代。2 人の弟と
近所の遊び仲間と野山を駆け回り､農家のりんごやトマトを失敬し
て､見つかって追いかけられて､一目散に逃げた思い出がありま
す。家に帰れば母親にガツンと殴られ､弟たちは大声を張り上げワ
ァーンワァーン泣き出す。親は家の周りに柿の木やクルミの木を植
えてくれました。 

アメリカ映画｢哀愁｣主演ビビアン・リーと ロバート・テーラー。私
が 23 歳のころ､テアトルという映画館で観たのを覚えています。戦
時中のドラマで､大尉とバレリーナの悲恋でした。結末は彼女がトラ
ックの列に身を投じ自死してしまいます。大尉は生涯独身を通し、
彼女を思い忍んでいます。バックグラウンドミュージックは｢白鳥の 
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涙 について №265 宙 蟲 (そらむし)  
意外に難しいテーマで困惑している。 
赤子の涙を想う。ひたすら要求を通すた

めの泣き声と涙。お腹が空いた､おしっこ
やウンチが出た､お腹が変だ､熱があって
具合が悪い､抱っこして何とかしろと赤子
は泣く。 
幼児になってくると､生理的な欲求のみ

ならず､あれがこれがと物を要求しはじめ､
それが通らぬと泣く。友達とけんかになり､
大人に訴えては悔しいと泣く。児童生徒と
呼ばれるようになると､ほぼ大人に近い精
神活動が始まる。その分､涙の種類や理由
も複雑になる。還暦が迫ってくる年になっ
て､どんなときに自分は涙を流したか振り
返ってみた。 
肉親を失ったときの切ない悲しみの涙､

張り裂けるほどの悔しさ怒りの涙､腑に落

ちぬことをいつまでも何故だ何故だと問

うている内に､すっかりボロボロになって

いる自分の心を眺めての放心した涙､青空

や夜空の深さに思わずつーっと流れてい

た涙､我が子の成長過程のさまざまな場面

で､どうしようもなく生き詰まって泣いて

いた自分。この頃ではよそ様のお孫さんの､

あまりに美しい笑顔や仕草に思わず涙が

流れる。すでに両親も他界し､60年近い時

間をよくもまあ大病もせず生き抜いたこ

とに感謝しかないこの頃は､自分事の要求

などが全くないといえば嘘になるが､薄ら

いできた。成るようにしか成らない…され

どそれは決して自分を諦めましたという

ことでもない。むしろ自分の奥底の､生命の源泉たる処､

その最後の一点を信頼している故の､風のような心地

にも近い。 
風は自在だ。ああでも在りこうでも在る。ああもこ

うもないどこかでもある。などなど他愛もなく心の旅
をしていると､まるで宇宙を漂う一匹の虫のように思
えてくる。ふとみると､孤独な虫がそこここに見え隠れ
し､なあんだ他にもいるぞいるぞ。結果､私は宙蟲とい
う。宙蟲は､肉親や友人たちの笑う顔が大好き。近所の
じいちゃん ばあちゃんの姿が大好き。知人たちも､別
れてきた人たちも まだ見知らぬ人たちも､草も木も､
虫も花も石も大好き。山も海も空も星も大好き。いま
だに戦火が途絶えることのない地上で､大好きなもの
が大好きなものを傷めつけ､殺している。泣くことも忘
れた子供たちが､その膨らんだ腹に水すら受け付けず､
虚ろな視線を私たちに投げかける。死ぬ直前だ。その
子らを抱く母たちもまたガリガリに痩せて老婆のよう
だ。男たちは何処にいる？ 
さあ､私たちに何が出来る。風になって飛んでいき子

守唄を唄ってやれるのか､虹を作って渡してやれるの
か…。戦争は駄目だ､武器を捨てろ､和して波平らかな
世の中を！と願う。 
願うしか出来ぬ自分の頬に､腹立たしい涙が流れる。 
30年近く前､闘病の末に母が逝った。葬式ごとで酒を

交し合う大人たちに､何でお酒なんか飲めるのかと問
うた。ある人が教えてくれた。「昔から人は嬉しいにつ
け悲しいにつけ､こうしてお酒を飲み交わして過ぎて
いくものなんだ」と。その意味が少し分かってきた。 
人間社会はどうしようもないことのほうが多いのだ。

しかし…と､宙蟲は思索する。 
届くなら､四方八方 八百万

やおよろず

に祈る。日々の中で､「ど

うしたの？大丈夫だよ…」と言いながら暮らしたいと

も思う。人のまごころに触れ､熱

い涙も流したい。美しい音楽や

絵画や映画に感動し､思わず頬

を伝わる涙も流したい。そんな

自分でいられるものならと。 
 

それは感 情  !? №23 ひらりん
 パソコンは涙を流すでしょうか。人工知能(AI)が登場するような
映画や漫画。それこそロボットが人のように感情豊かに動き回る世
界では、そういう事があっても不思議はありません。ただ、未だ世
の中には「お掃除ロボ」は有っても「家事手伝いロボ」は居ません。 
 だいぶ、皆さんの身近にもなってきたパソコンもその実、人間の
命令を処理するだけの機械に過ぎず、事前に組み込まれた指令以外
には動けません。 
 そんな中、唯一人間に訴えかけるのが「エラー」表示です。重複、
矛盾する命令をされた、指示された命令が実行できなかった、そし
て自身の故障･･･。 
 パソコンはたいてい、文句を言っているように見えるかもしれま
せんが、もしかしたら「頭が痛い」「お腹が痛い」と言っているのか
もしれません。涙＝悲ではありませんが、こんな風に考えてみるの
も、また一つ。ただ、始末の悪いことにそれすらも言わず、じっと
している事も多いのが困りものですがね。 

 
次号のテーマは“旅„です 



 

 

そういえば最近大泣きしていません。  

笑い同様、涙にも昇華作用があるので、フィ

クションに泣くのはわるくないですよね。うれ

し泣きなんぞもしてみたいなあ。 

必ず泣ける自信があるのは「ビルマの竪

琴」。映画ではなく、竹山道雄の原作のほう

です。太宰治の「斜陽」も直治の遺書のとこ

ろで毎回泣きましたが、今はさすがにもう 

泣きません。あまりに読み過ぎました。 

「家なき子」も、親方がなくなって一座が

ばらばらになるところがとても悲しくて泣けま

すが、ハッピーエンドだからまだいいです。

「フランダースの犬」は最後まで救いがなく

悲し過ぎます。 

歌では、坂本九の「上を向いて歩こう」を

聴くとじわっときます。 

では、大好きな映画の中には…泣ける作

品は、なぜかないです。鈴木清順も岡本喜

八もウォン・カーウァイも、私を打ちのめしま

したが、泣かせはしませんでした。うーん、

でも忘れてしまっているだけなのかもしれま

せん。（猫とか動物とかの現実が本当に悲し

くて泣くもののことはのぞきました。  

(№136 にゃんこ先生) 

「となりのトトロ」 

二人娘の親になって観た

らかなり泣きどころ満載でし

た。うちの娘とかぶるんだ

な。あと最近 さくらに読んだ

児童書「ルドルフとイッパイア

ッテナ」と「シャーロットのおく

りもの」 

（№224 あかねちゃん） 

木下恵介脚色/監督｢野菊のごとき君なりき｣(１９５５年) 

今の時代ではあり得ない悲恋物語で､主役の政夫を

田中晋二が､民子役は有田紀子 (共に新人) が演じ､そ

の初々しさが印象に残る作品です。 

初めて観たのは中学で学校の引率でしたが､そのとき

はどうということもなく、翌日の授業で先生が｢素晴らしか

った｣と興奮気味に話したのが不思議でした。大人にな

ってからは､テレビで放映されて数回観ていますが､｢もう

一回観たい｣映画に変わりました。その度に､ラストでの 

おばあちゃんの台詞に“こみ上げる涙„を抑えようもあり

ません。おばあちゃん役の浦辺粂子をはじめ、笠智衆･

杉村春子･田村高廣という 錚々
そ う そ う

たる俳優が脇を固めて

いるのもこの映画を格調高くしていると思います。 

ついでに､雪村いずみの歌“約束„もいつ聴いてもハ

ンカチなしではいられません （№50 都々平） 

－７－ －７－ 

『クイール by 浜村純』 

まだ大阪にいた頃、家族で出かけた時、カーラジオで浜村純の番組が始まりました。（浜村純っ

てご存知ですか？コテコテの関西のタレントです。）話題の映画を語って紹介する一人芝居みたい

な番組で、その時は盲導犬の映画『クイール』でした。子犬だったクイールが選ばれて、盲導犬を

育てるボランティアのお家でかわいがられて育ち、訓練所で訓練を受け、盲導犬として働き、そして

引退。余生を送るためにまた同じボランティアのお家に戻ってきて、息を引き取るまでのお話。こっ

てりコテコテの浜村純の語り口調に「そないに抑揚つけんでも・・・」と思いながらもつい引き込まれ

て、そのボランティア夫婦の愛情の深さが心に沁みて沁みて涙が止まりませんでした。で、最近そ

の映画の DVD を借りて観ました。さあ泣くぞ～と期待に胸を膨らませて観たのですが、意外とそん

なに泣けませんでした。なんと、映画本編より浜村純の語りの方が心に沁みたみたいです。おそる

べし、浜村純。 

もう 1 つは、映画『カンタ！ティモール』 

東ティモールで起こっていること。多くの命がいとも簡単に奪われてきた事実。なのにそこで生き

ている人たちは本当に大切なことは何かを見失わず、音楽を愛し、笑顔です。たまたま わたしはそ

こに生まれず、一見人を傷つける側にも傷つけられる側にも属していないけれど、実はつながって

いて、わたし自身の問題であると実感させられます。直井くんの妹さん広田奈津子さんが作った映

画です。日々いろんなニュースが流れては忘れられていくけれど、伝えようと魂を込めて作られた映

像は流れ去らず心に迫ってきて、映画の最初から終わりまで観終わってからも涙が止まりませんで

した。 （№226 のだま） 

ま～ゆ会員に聞きました 

あなたが泣けてしょうがなかった映画や本を教えてください 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

涙が止まらず、どうしてこんなに切ないだろ

うと思った話は、やはり「フランダースの犬」で

す。ＴＶアニメで娘たちと一緒に観ていました。

最後の場面､天使のような声で「パトラッシュ」と

呼びかけ、深い眠りにつく場面は、今でも涙が

止まりません。 

つい最近では大町の高校の文化祭で沖縄

へ修学旅行するための勉強の一環で沖縄を

テーマにした影絵を見ました。ガマに逃げ込

んだ姉と弟、日本兵に睨
に ら

まれながら、暮らして

います。自分の食事の おむすびを弟にやっ

てしまい、栄養失調になって死んでしまう姉の

話なのですが、涙が止まりませんでした。話は

単純でどうってこと無いのに、私は恥ずかしい

ほど目を真っ赤にしてしまいました。年のせい

でしょうか。 （№55 ミーすけ） 

 

五味川純平著「人間の条件」全６冊。 

１９５６年頃ベストセラーになったと思

います。 

敗戦後の満蒙の荒野を、主人公が故

郷を目指して彷徨
ほ う こ う

するストーリーでし

た。彼は日本に帰り着くことなく、雪の降

リ始めた荒野に行き倒れ、その上に積も

った雪が人型に盛り上がっていたという

最後でした。 

（№158 うえのさん） 

最近流行ってる「トイレの神様」を偶然聞

きました。興味なく、寝転んで聞いていた

が、途中から引き込まれ、久しぶりに涙が

出てきました。手違いで録画されていた音

楽番組ですが、消去するのをやめました。

夜中に娘もなんとなく再生し、泣いてしまっ

たと翌朝大声で騒いでいました。音楽で泣

けるなんて、まだまだ若いなと自画自賛し

てます。 （№147 かっとまん） 

ヘレン・ケラーの「奇跡の人」（1979年作品）

です。 

男の子は涙を流してはいけないと育てら

れ、それまで映画を観ても泣いたことがありま

せんでしたが、この映画を機に、涙もろくなり

ました。 

今年の 7 月に地元の御所公会堂で観た

「マリと子犬の物語」は最初から最後まで涙を

流していたように思います。 

でも、「涙＝感動＝よい映画」とは限りませ

んので、誤解のないように。（№130 ヒデさん） 

 

このごろ感情の起伏が乏しくなっているのか本を読

んだり映画を見たりして涙を流すことがほとんどありま

せん。 

どうしてなのか不思議です。多分、感情に訴えかけ

てきそうなものに弱いので無意識に近づかないように

しているのかも。けっして冷酷な人ではないのです

が・・・・。 

記憶を巻き戻してみると、中学生になった頃、山本

有三の「路傍の石」を読んで、主人公の吾一少年の境

遇に世の中の不条理を感じ泣けました。それからしば

らくは、山本有三作品にどっぷり浸かったものです。 

（№１ ケイちゃん） 

 

映画『おくりびと』を観たときは、すっと涙がでてきて

しまいました。隣をみたら、当時中学生の娘の目尻に

も涙が。良い作品です。 （№106 さなえさん） 

 

鮫島有美子さんのシャンソンを聞いたときで

す。 

友人が急病でコンサートに行かれなくなっ

てチケットを頂き､“あんずホール„へ行きまし

た。開演に遅れたので第一部｢日本の歌｣は

聞けず、二部から入りました。二部は｢シャン

ソン｣という事で、「私には分からないかも」と

思ったのですが、終演近くから涙が出はじ

め、しばらく立ちあがれませんでした。言葉

は全くわからないので、歌唱力がすごかった

んだと思います。 

後日チケット代をしっかり払いました。 

 （№29 幸子） 

－８－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－９－ 
 

  

№204かっこうさんこと古川幸子
さ ち こ

さん 
勤めながら定時制へ 

かっこうさんは東京の尾
お

久
ぐ

(都電荒川線)界隈で育

ちました。中学を卒業して会社に勤めながら定時制

高校に通いました。仲間は皆まじめに仕事をし、学

校に行きました。夜9時に学校が終ってから1時間

はそろばん塾に通いました。3級など資格を取るの

が目的ではなく、習いたい友達がいたので一緒に行

ったのだそうです。 
自家用自動車を買う 

高校を卒業するとアパートを

借りて一人住まいを始めました。

車の免許証を取得すると、社用

車を安く手に入れましたが、駐

車場を探すのに苦労し、やっと

見つけたのですが、家賃より高

かったそうです。車の思い出は

富士五湖の一つ西湖へドライブ

に行ったこと。運転できるのが、

免許取立てのかっこうさんと、

もう 1 人だけ、運転が下手だと

文句を言われましたが｢他の人

がかばってくれてうれしかった｣と懐かしそうでし

た。｢車は免許を取ったので欲しかっただけ､怖いも

の知らずだったのね。車を手放すときはバッテリー

が上がっていたの」と笑っていました。会社の仕事

が終るとその頃流行っていたボウリングに仲間と

大勢で行き、お金が続かなくなると、マージャンを

楽しみ、よく遊んだそうです。 
上田に住んで 

昭和48年に上田へ転勤になり、その年に結婚しま

した。千曲町の市営住宅に住み、子供を幼稚園に送

り出した後は、着付け教室やパン作りなど、お母さ

ん仲間と楽しく集いました。上田に来たらペーパー

ドライバーでは過ごせなくなりました。自転車も練

習して乗れるようになり、子供二人を乗せて、音楽

教室へ通いました。｢ところが今は自転車に乗れな

いのよ変でしょう｣。 
上の子供が学校に上がる頃、神畑に家を建てまし

た。勤めは上の子供が生まれるとき辞めました。そ

して下の子供が保育園に通うようになったとき、託

児のある会社が見つかり、また仕事を始めました。

｢いろいろな会社を経験しましたが、どの会社もい

つも楽しかった｣と話されました。62歳で勤めは終

えましたが、最後の会社は辞めた後もOB会があり、

ハイキングなどに誘われて参加しているそうです。 

年賀状 

かっこうさんは､知り合った会社の同僚や社長さ

んに年賀状を出すようにしていて、今でも250枚は

くだらないとか。｢年賀状を出し続けると例えば30
年ぶりに会っても、話が通じるの、いいものよ｣と

話されました。 
ワープロもパソコンも 

会社に勤めながらワープロの教室に通いました。

目的があったのではなく、なんとなく

興味が持てたのだそうです。 
その後、創造館でパソコン教室が開か

れることを知ると、すぐ申し込んで勉

強を始めました。操作を覚え､ブログの

楽しさを知ると､レイアウトなど工夫

して行事や写真を掲載することに夢中

になっています。｢今は写真を加工して、

アルバムを作ることがおもしろいの｣

と話されました。 
ま～ゆの編集委員になったのも｢パソ

コンを勉強したいから｣。｢パソコンを

駆使して悪戦苦闘して紙面を作っています｣と謙遜

するかっこうさんです。 
プールが縁で 

退職をして､健康への維持と､人との触れあいを求

めてプールへ通い始めました。そこで俳画の先生と

知りあい習い事を始めました。ケイちゃんに誘われ

て､ま～ゆにも入りました。 
秋和菜園は参加して2年になります。「東京生まれ

の私にとって、農作業は新鮮。須川の田んぼはいい

経験ができて楽しい」と話してくれました。 
ヒデさんに玄関とトイレを補強してもらい、また

｢スズムシを皆さんにもらって頂き､私も人とつな

がりができてうれしかった｣、といつも前向きでプ

ラス思考のかっこうさんです。 
「かっこう」さんのニックネームの由来は 

名前の由来は、ウグイスと付けたかったけれど響

きが悪いから…と悩んでいると､ご主人が｢“かっこ

う„がいいんじゃないか｣と助け舟を出してくれた

そうです。 
ご主人は無口ですが、｢私が悩んでいるとき、何気

なく的確なアドバイスを出してくれるの｣と、のろ

けてくれた かっこうさんでした。 
ミーすけ記 



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 

－10－ 
 

 
 

パ･･･ぱっと目からウロコが～ 
ソ･･･そうなのです。 
コ･･･この方法を現職の時に知っていれば 
ン･･･ン～あの場面にも あの時にも活用できたのになあ～ 
す･･･救うる＝スクール=ＳＣＨＯＯＬ=オー｢学校｣ 
く･･･奇しくも 救うと得るの合体語 
う･･･うまい！かけことば！  
る･･･ルンルン気分になる 出来上がり 
か･･･かゆいところに手の届く アフターサービス付き 
い･･･一回じゃあ終わらないね こりゃあ 

 
 
 
 
 
残り少ない我が脳味噌も溶け出してしまいそうな暑い夏、減っていく脳味噌を補うためにも

と、８月２０日 夜７時から寿限無で開催された「パソコンすくうる会」に参加させていただ
きました。 
当日は都々平先生が７名の美女を相手に、「飾りの付いた枠に文章を入れる」方法を教えて

下さいました。 
７名といえども皆様個性豊かな上にパソコンの機種
もそれぞれ。生徒一人ひとりが十人並みに質問を発す
る中、懇切丁寧に説明して下さいました。 
まず、メールで送られてきた様々な書式の文章の書
式を統一し、次にオートシェイプで枠を作り、その中
に先の文章を入れる。しかもその枠が３Ｄ(立体)模様
に出来る。 
出来上がると思わずイエイ！とるんるん気分になっ
てしまいました。 
教室開始前に説明用に図など準備して下さっただけ
でなく、次の日には宿題ならぬ手順の詳しい説明が 
メールで送られくる、アフターサービス付き。 

ありがとうございました。 
是非第２回目、第３回目をお願

いいたします。 
また、パソコン以外でもま～ゆ

の多才な会員の皆様に｢○○すく
うる会｣を開いていただけると 
うれしいです。 

№45 ばく 

８月２０日 : 寿限無 

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 



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 

℡&Fax 26-2679 

－１１－ 

 

 

 

 
 

燃やせばごみですが、活かせば資源 

現在小川町では、NPO・公募住民・小川町の三

者協働による生ごみ資源化事業が行われてい

ます。 

 生ごみは燃やせばごみですが、活かせば資

源！分別した生ごみは煮炊き等に使えるガス・

良質の  液体肥料に生まれ変わります。そのた

めの道具が最近話題にもなっている「バイオガ

スプラント」です。 

2004 年 8 月現在、参加住民世帯数は 100 世帯（町内の東小川・みどりが丘の 2 住宅地）。 

■液肥は土をよみがえらせます。 

資源化によって生まれた液肥は肥料分が豊富というだけでなく、ビタミンや腐植質がたくさん含まれ土

壌を豊かにするのにとても効果があります。液肥は僅かに臭いが残る程度で蝿も寄り付きません。 

発酵中に病原菌や寄生虫が死滅するので、安全な有機肥料が得られることも大きな魅力です。 

家庭菜園や農業にどんどん活用したいものです。 

その基礎情報を得るため、水稲栽培試験を埼玉県農林総合研究センターと共同で行っています。 
 
■都市ガス並みの燃料用ガス 

おまけに得られるガスも都市ガス並みのカロリーを持つ優れものです。 

青々と燃える炎は、とても手作りとは思えないほどで、調理や照明、あるいは発電にと立派に役立ちます。 

現在はバイオガスプラントの管理をしていただいている農家の方が利用しています。 
 
■生ゴミ分別に参加して、小川の新鮮野菜をゲット！  

この液肥は、小川町の農家が野菜やお米を作るのに利用されています。 

しっかりと分別された生ゴミは、価値あるものです。その価値（生ごみのきっちりとした分別）を生み出し

てくださった住民の方々には、野菜交換クーポン券（地域通貨）が配られます。 

このクーポン券は年に２回（８月・１１月）あるクーポン券との野菜交換会で利用できます。 

出した野菜くずがまた野菜になって帰ってくる。これって、すごいことじゃありませんか！ 
 
■なぜ、野菜交換クーポン券（地域通貨）が配られるのかというと・・ 

現在小川町では、年間１６００トン出る生ごみを[３２円/kg]かけて焼却処分しています。 

これが、自己建設によるバイオガスプラントで資源化すると[１２円/kg]となるのです。 

この差額２０円が何と浮くのです！ 

現在、小川町の生ごみ資源化参加世帯は 100 世帯ですが、もし小川町全世帯に生ごみ資源化を広

めたとしたら、その差額は約３２００万円/年にものぼります。この差額を有意義に活用したいものです。  
 
野菜交換クーポン券は、この差額を原資にしています。 また、クーポン券のもうひとつの意味として、

生ごみの分別をきっちりとしてもらう、という意味も持っています。 

 

生ごみの資源化実験による 
資源の流れ 

埼玉県小川町ではこのような事業を地域通貨

を使って行っています。 

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 



身近なところへ  

紅葉を求めて 

ミステリーツアー 
11月７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 

ま～ゆ田んぼの脱穀 

 10月17日(日) 9時から 
 

 持ち物  飲み物、おやつ 
空模様によっては変更があります。 

 
須川プロジェクト 

 

世話人会 会場は寿限無 

9 月24 日(金)7 時から 

誰でも､世話人です。 
気軽に参加しましょう。 

 

９周年  
 

会場：豊殿農村環境改善センター   11 月14 日(日) 
(予定に組み込んでおきましょう)   午前１０時～ 

１０ 年目に入る総会です。ま～ゆまつりの楽しい企画を提案してください。 
 

 

 

 

 
10 月の ま～ゆ市 は 

10 日(日) 午後1時30分から 

中央公民館で餃子パーティー 
本場中国の方の指導で作ります 

上手に出来なくても 

いいんです 

口に入れば 

同じです 

みんなで楽しく ！ いただきましょう 

ま～ゆ田んぼの稲刈り 

 10 月３日(日) 9 時から 
 

 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 

代 表  安 井 啓 子 
ま～ゆ 連絡先  前 田 光 俊 
  〒386-004上田市 秋和  503-6 
  TEL (０２６８) 27-1230 
ホームページ  

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

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 


