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ま～ゆ 1年のあゆみ
2003 年

11 月

9 日 ま～ゆまつり＆総会

22 日 ちゃんこ鍋を食べる会

27 日 世話人会

30 日 武石村議員・村民と

「ま～ゆ」＆地域通貨について懇談

12 月

10 日 ま～ゆ市

18 日 世話人会

23 日 餅つき大会

25 日 長野県「地域通貨」シンポジュウムで「ま～ゆ」発表

(竹内充、黒田、安井）

2004 年

1 月

10 日 ま～ゆ市＆繭玉つくり・新年会

30 日 世話人会

2 月

10 日 ま～ゆ市

29 日 松代「夢空間」地域通貨学習会(安井)

3 月

2 日 世話人会

10 日 ま～ゆ市

12 日､13 日､14 日（三日間 3 コースにて）ま～ゆ味噌つく

り

調理室ではこの秋収穫

のまーゆ米でおにぎり、

豚汁、鹿肉焼き、そして

李先生お手製の中華蒸

しパン作りが

町育ちのハコさん ｢繭玉っ

て、縁日で買ってくるものだ

とばかり思っていました｣

夫が読んで要らなくなった本をま～ゆ市

に持っていったところ・・・「この本読み

たかったのよね～、 こんな所にあったな

んて～」と、…とてもいとおしそうに抱き

かかえられた単行本・・・もう薄汚れてい

たのに・・・

とっても幸せ気分になりました。 佑子
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4 月

2 日 世話人会

10 日 お花見ま～ゆ市

14 日･21 日･28 日 ま～ゆ学習連続講座

〔市町村合併と私達の暮らし〕

18 日 桜前線追っかけ ミステリーツアー

20 日 元気なまちづくり講演会参加

（前田、柴田、中島、宮島、安井）

上田まちづくりワークショップ主催

22 日 世話人会

5 月

10 日 ま～ゆ市

21 日 上田市民大学にて「ま～ゆ＆地域通貨について」発表

28 日 世話人会

30 日 ま～ゆ田 田植え。

午後：大町市商店街がま～ゆ＆地域通貨について

ヒアリング調査（中島、前田、竹内充、安井）

6 月

4 日 上田商店街連合会役員と地域通貨について意見交換会

（前田、竹内秀、安井）

10 日 ま～ゆ市

26 日 ま～ゆ 須川ほたると歌う夕べ

27 日 世話人会

仁科神明宮なんて知らなかった。

もちろん？国宝ってことも

みな熱心

初めて“ま～ゆ持ち„になって…アンジン

元気を付けてあげた

いのに、集まったのは

ま～ゆのほうが多か

った。



7 月

10 日 ま～ゆ生ビールまつり＆ま～ゆ市

29 日 世話人会

8 月

7 日 じゃがいも掘り

8 日 じゃがパーｉｎ須川 ま～ゆ市

30 日 世話人会

9 月

10 日 ま～ゆ市

27 日 世話人会

10 月

3 日 ま～ゆ田 稲刈り(第一企画取

材）

7 日 稲刈りつづき

10 日 ま～ゆ市 ＮＨＫディレクタ―＆第一企画が取材

17 日 ま～ゆ畑 麦まき

23 日 稲の脱穀

24 日 紅葉狩りミステリーツアー

26 日 世話人会

暑い盛りに立派

な看板を作って

くれたお二人に

感謝！

じゃやがパーテイで 丸ナスのおやき

の作り方教えていただき家で何回も

つくりました。粉がよくのびるので

上手につくれました。 文子

このほか

☆ ながのプロジェクトや大学生の「地域通貨＆ま～ゆ」のヒアリグ

調査が数件ありました。

☆ 新聞社･出版社･テレビ局の取材があり､それぞれに掲載と放送が

されました。

－４－

よく働いたなあ
疲労坊

勤めていた頃よりも?

てる坊

二ヵ月毎に出している会報が、会員に行き渡っているかどうかが世話人会で話題になりました。

せっかく作った会報ですから皆さんに読んでもらいたいということで、ま～ゆ市に来られなかった

方に手分けして届けることにしようと 9 月のま～ゆ市で相談がまとまりました。

既に届けてもらった方もあるかと思いますが、ここぞ「ま～ゆ」の使い時。届けてもらった方は、

その感謝の気持ちを「ま～ゆ」で出したらということで、一応 100 ま～ゆを目安にしましょうと な

りました。もちろんこれは強制ではありません。もっと多く出したい人などそれは各自の判断で結

構です。

こうして会報を配ることで会員さんどうしの結びつきができたり、新たにお知り合いになるきっ

かけになればいいな～ということです。

ま～ゆ市の時にグループ化について皆さんに検討していただいて 13 ページの表を作りましたが、

｢自主的に受け取りに行く｣のが基本です。みんなお互い様です。多いにお助けの輪を広げましょうね。

代表世話人 安 井 啓 子
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生生生まままれれれつつついいいてててのののままま～～～ゆゆゆ人人人
ケイちゃんこと安井啓子さん

ま～ゆが誕生して､３年が経ちました。この会を

立ち上げ､変わり者とすら見られているような個性

的会員をうまくまとめてきた、われらが代表ケイち

ゃんに登場していただきました。

私はま～ゆに入会した当初から､｢安井さんってど

ういう女性なのだろう？｣と異常？な興味を持ちま

した。

そして世話人の一人として会の運営にあたって交

流してみて､その謎は深まるばかり。 臂八面六
はちめんろっぴ

とは

このことかと思うほどあっちこっちで活躍されて

いて、１年中｢死にそー！｣と叫んでいながら､どこ

そこ余裕の見られるのが不思議でならない。｢いつ

かその皮を剥いで見たい｣とその機を伺っていたところでした。

編集会議で｢３周年記念号には、会員が一番興味を持っている人なのに案外知らな

い人にスポットライトを当てよう｣と満場一致で決まりました。前置きはこのくら

いにして………。

テレ屋だったなんて、ウッソー

愛知県の名古屋近郊で産声を上げたケイ

ちゃんの家は､70 才の小さい(背が)おばあち

ゃんを筆頭に４代同居の家族で､祖父はお

百姓仕事を、父親は教師を､20 才の母親は洋

裁を､45 才の祖母は近所の呉服屋の縫子(和

裁)をするという働き者の家風だったようで

す。

愛情たっぷりのこの家族の中で、ケイち

ゃんは若くて大きい(背が)おばあちゃんに

はことのほか可愛がられる おばあちゃん子。

“言い出したら聞かない子„だった彼女は

時に倉に閉じ込められることがあって､

その時助けてくれたのは小さい(背が)おば

あちゃんの方だったとか。

普通の女の子として華やかなスチュワー

デスを夢見ていた彼女でしたが､世間から

常に 元村長さんのお孫さん、小川(旧姓)先

生っチの娘という目で見られていたのがプ

レッシャーになってか､子供の頃のケイち

ゃんはとても想像がつかない“テレ屋„で

“上がり性„だったとか。児童会の会長選挙

で候補者に選ばれ､その意見発表で壇上に

立った彼女のその時､目の前の鏡のような

大きなマイクに｢思いもかけない歪んで醜

いわが顔がグァっと映って｣｢もう頭は真っ

白､何を言えばいいのか分からなくなって

…｣｢あんな恥ずかしい経験はなかった｣そ

うです。

苦い体験も手伝ってか表面に出たがらな

いようでも､根っこはやっぱり今と同じ。面

白いことのリーダーシップはケイちゃんが

取りました。中学時代､このクラスだけ廃品

回収が少ないので、リヤカーを借りてきて

集めまくりダントツのトップ。ところが遅

刻したために先生から大目玉。また､運動会

では女子は学ランを、男子はセーラー服を

交換しあっての即席自主的応援団。派手な

パフォーマンスを演じたこともありました。

周りからヒンシュクを買ってもなんのその。
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その時々に

そんなケイちゃんが今に通じる最初の局

面は 1 枚のパンフレットでした。それまで

進路を真剣に考えていなかった彼女が、

同志社大学出身の叔父さんの影響を受けて

入学案内を見たときに｢神の啓示といおう

か、『ここしかない､絶対に入る！』気持ち｣

になったとか。試験日の１ヶ月半前から突

然､猛烈に勉強を始めたのです。周囲はその

無謀さに呆れて反対したのですが､言い出

したら聞かない子に 一人おばあちゃんが

理解を示して応援してくれたのだそうです。

受かる目的だけの消去法で社会学科を選び､

集中した受験勉強の甲斐あって見事合格

｢やれば出来るもんだなぁ｣。社会に目を開

くきっかけはこの時以来とのことでした。

第２の局面は結婚。卒業後は｢学び続ける場

所にいたい｣と教職につく決意をしますが、

その裏に稼ぎのない大学院生と結婚するに

は“男女の賃金格差のない安定した収入源„

としての途を選んだのも事実でした。この

時、悩む彼女に決断の助言をしてくれたの

は、またしてもおばあちゃんだったといい

ます。

更に京都で小学校の教師をしていたケイ

ちゃんには第３の局面が訪れます。夫君の

幸次さんが長野大学の教員として決まった

時です。現地居住という条件の下、３歳と

１年に満たない２人の幼子を抱え､“聞いた

こともない長野県の上田市という所„ に移

り住むことはとても不安でした。また、一

生働き続けるつもりで教職にのめりこんで

いた彼女にとって､受持ちの生徒と突然別

れることに戸惑いました。さらに、仕事を

失うことのためらいもあって決心がつきま

せんでした。が、ここに登場したのが教師

としても先輩格のお父さんです。｢子供にと

って親の替わりはないが､教員の替わりは

ほかにある。教え子の長い人生の中では一

時期のことと思って決めなさい｡｣この言葉

で上田行きを決意。私たちとの出会いの奥

にこのようなドラマがあったのでした。

ま～ゆのために生まれてきた？

中学の制服は母が､結婚衣裳は祖母が

仕立ててくれた小川家(旧姓)はそれぞれが

得意分野をしっかり持ち､互いを認め合い

支え合う空気に包まれていたようです。“地

域通貨を凝縮したような世界„がここにあ

ったといっていいのではないでしょうか。

これを幼少から肌で感じてきたケイちゃん

です。数十年後にたまたま出会った人たち

とま～ゆを立ち上げたのは自然の成り行き

だったかもしれません。

問題があれば的確な判断が下される先祖

ゆずりの DNA は、３年間のま～ゆの活動の

中でもいくつかの課題をこなすことに役立

ってきました。“多彩な能力集団ま～ゆ„の

中で安井啓子さんはこの会のまとめ役とし

てうってつけの人であり、この人あっての

ま～ゆであることに疑いの余地はないでし

ょう。彼女に《生まれついてのま～ゆ人》

の称号を贈りたいと思います。

長いインタビューでした。泉のように湧いてくる豊富な内容のほんの一コマしか書き

きれないもどかしさ。そして解明し切れなかった謎を残しながら、私の文章の力不足を

嘆きつつ筆をおきます。

都々平 記
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＜ま～ゆな人インタビュー＞ №93クマさん・熊崎一也さん

（昭和 31 年・岐阜県生まれ）

山、山、山、クマさんの人生は山だらけ
菅平高原に登る途中、大日向の一角にクマさんは住んでいます。クマさんの仕事は山仕事。山で育ち、

山で遊んだクマさんはやっぱり仕事先も山を選びました。山一筋のクマさんにお聞きしました。

Q：どんな子供時代でしたか・・・

クマ：出身は岐阜県の飛騨地方。今住んでいる真田町より遙かに山奥で、人家はポツポツしかなかった。

分校は歩いて４～50 分かかった。遊びはいつも家の周りの森。木の上に「基地」を作って遊ぶのが

好きだった。

Q：高校、大学時代は・・・・

クマ：高校は名古屋に進学するが暇さえあれば山登り。

都会の学校にいながら頭に浮かぶのは「岩・雪・ハ

イマツ」の景色。バイトと山登りに明け暮れた浪人

時代。そして東京の大学時代も名門の山岳部でロッ

ククライミング（岩登り）に熱中。青春時代は一貫

してバリバリの山男。「山が恋人だ～！」の硬派だっ

た。国内の主だった山は踏破して海外にも遠征。最

高峰はカナダのマッキンレー（標高 6,194m）登頂。

Q：長野県に住むきっかけは・・・・

クマ：福井にいた時にたまたま菅平の宿でバイトをする。森や高原に触れる中で、やっぱり自然に囲ま

れた生活の方が良いなー、と心が動き真田に住み着いた。飛騨の人間からすると信州は「明るい山」

で都会的な印象で憧れもあった。（明るい山、暗い山の区別があるとは知りませんでした）

Q:今の仕事は・・・

クマ：上小地区で山仕事を手がけて 15 年になる。今は間伐をしたり下草を除去したり、山が健康的に

なるために計画的に整備をするのが主な仕事。

このところ気になるのが上田市域の山の生態系が際だって変わってきたこと。

山には本来の植生があって場所に応じて生える木が決まっているが、この十年間でシラカシやサカ

キなどの暖地の庭木が山に登ってきて大きく育っている。明らかに温暖化の影響で本来の植生が崩

れている。今の林業行政に言いたいことは“山„ ほどある！

Q:ま～ゆは・・・

クマ:何も気兼ねしない、初めて会った気がしないところが好きだ。

地域活動の場に出向くと必ず誰かしら「ま～ゆ」のメンバーに出会う。心強い。

Q:夢は・・・

クマ:自分の山の木を、自分で伐って、自分で運び出し、自分で製材して、自分で建築して

自分の家をつくりたい。もっともっと誰でも気楽に山に入って遊んで欲しい。



須川プロジェクトだより
柴田 博・中島 邦夫

例年刈り取りの終った田んぼを眺めながら､ある種の感慨をおぼえたものですが､今年はあま

り湧いてきません。8 月まで順調に来た我が須川プロジェクトでしたが､秋になり、相次ぐ台風

の襲来（10 個もの上陸はダントツの記録だそうです）、浅間山の噴火、そして新潟中越地震（被

災地の皆様に心からお見舞いもうしあげます）と地球が何かに怒って感情を爆発させているかの

ようなしうちに会い、暗い気持ちになってしまったからに違い有りません。ことに稲刈り脱穀作

業は､雨に振り回されっぱなしでほとほと参りました。ため息をつきぼやいていると､須川の百姓

のプロの正さんが「お天とさまと､けんかしちゃあいけねえだ。 人間の都合にあわせるんじゃ

あなく､天気にあわせなきゃあ…」と。う－んほんとにそうだね。農業の奥の深さを改めて実感

した一年でした。ご協力頂いたま～ゆのみなさま､ほんとうにありがとうございました。来年も

楽しく色んな物を作って､おいしく食べましょう。

作業報告

4／17 じゃが芋植え付け（250 坪） ま～ゆ畑 参加 15 名

5／30 田植え ま～ゆ田んぼ 参加 28 名

6／17 大豆播き 棚田、林平畑 参加 6 名

7／ 3 麦収穫（約 70 ㎏） ま～ゆ畑 参加 3 名

8／ 7 じゃが芋収穫（約 600 ㎏） 〃 参加 20 名

9／上旬～ 荒廃田開墾（約 350 坪）

10／ 3 稲刈り（1 回目） ま～ゆ田んぼ 参加 14 名

10／ 7 〃 （2 回目） 〃 参加 13 名

10／17 麦播き（300 坪） ま～ゆ畑 参加 14 名

10／18､23 脱穀（約 4.5 俵） 参加 4 名

予定

11／中､下旬 大豆 収穫

11／下旬～ 田起こし

新米の販売

棚田の有機ま～ゆ米 10 ㎏. 3500 円＋500 ま～ゆ

お助け田んぼ米（低農薬米）10 ㎏ 3500 円

注文書を回しますので数量、籾、玄米、白米の希望をご記入ください。
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都々平・ミーすけの エコ２家族のいまむかし

一昔､あるいは二昔前、バブルなんて言葉が

国語辞典になかったころの普通の生活を思い

起こしてください (若い世代は無理でしょう

が) 。私の手元にある広辞苑第２版には省エネ

も省資源も項目がありません。たぶんエネルギ

ーや資源を無駄に使う概念がなかったのでし

ょう。また､リサイタルはあってもリサイクル

は載っていません。これもそんな言葉を必要と

しない社会だったからだったといえるように

思います。

子供のころ､リヤカーで集めていた(屑屋さ

んと呼んでいた)廃品回収業の方が｢30 センチ

以上の縄はつないで束ねるのに使うから屑じ

ゃない｣と言っていたのを思い出します。私の

家は商売をしていましたから､包むのは新聞紙､

縛る紐は端布
は ぎ れ

を裂いたものと決まっていまし

た。適度な強さと滑らない特徴は体裁さえ考え

なければ包装紙やポリの紐より数段に優れて

使いやすいのです。我が家では紙のほうは頂き

ものを開いた包装紙を重ねてしまっておきま

すから､新聞紙の出番はありませんが､紐のほ

うはいまだかつて(商売をしていても)買った

ことがなく、100％リユースです。紙紐・ポリ

の紐・布の紐等が糸巻き状に束ねてあります。

鼻紙だってトイレの落し紙でも､昔は新聞紙

が主流だったのではなかったでしょうか？落

語によると､もっと昔は｢紙は大事なものだか

らな､はぎ取った障子紙で鼻をかんだら､おて

んとうさまに乾かして､次は便所で使うんだ

ぞ｣とご隠居さん。

これに答えたおな

じみ与太郎。｢それ

やったよ。でも順

序を間違えちゃっ

てえらいことになっちゃった｣。 そんな世界

だったようです。

私はこれと同様､鼻をかむのはもっぱ

ら電話帳です(会員のひとりに驚かれま

したが)。ティッシュペーパーは鼻水が

滲みてきて､2 つ折にすれば変な長方形

になるし､使い勝手がまことに悪くて

｢嫌い｣です。電話帳の紙は程よいコシが

あり､水分の吸収はいいし､何よりも再

生紙です。残念ながら妻も娘も同調して

くれないので“わが家の„とはいえませ

んが…。

（都々平）

エコエコ生活は親の代から

ところで､今から３年前に亡くなった

うちのおばあさんのライフスタイルを､

お話しましょう。

おばあさんは､質素で真面目な(実は要

領よく商売ができない)おじいさんと結

婚して､すぐに生活が苦しくなってしま

いました。そこで腕に覚えがある着物の

仕立てを受けるようになりました。本業

の商売よりずっと稼ぎがあった､と言っ

ていました。

１年 365 日手を休めたことのないおばあ

さんは､布をことのほか大切にしていまし

た。木綿の大きな端ぎれは､つないで布団側

にしました。彩りよくつなぐので､それはき

れいな布団になりました。また自分の着物

の裏は、すべて余った胴裏を使いました。

また､もっと小さい布は､風呂のアカスリに

使いました。正絹のアカスリは､柔らかくご

しごしこすっても痛くはなく､よくあかが

出ました。また､いただいた古い布は､洗っ

てふのりをしてとっておいて、はんてんや､

布団などを作っていました。今でも茶箱に

いっぱいきれが入っています。あの頃は、
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｢なんてせっこうのいいこと｣と､少しさ

めた目で見ていました。でも､その布が役に

立ちました。娘が､布団がほしいというので

す。そこでおばあさんのやったことを思い

出して､布団の側を縫って､古い布団は綿を

打ち返してもらって､布団屋さんに仕立て

てもらいました。ふかふかのみごとな布団

になりました。

木綿の布団は汗をよく吸って体にいいと

聞きます。日に当てると元に戻って､その夜

は独特の“おてんとさまの匂い„ がして私は

これが大好きです。自然を感じ自然に

包まれているようで…。

（ミーすけ）

古い習慣を守る生活はそこそこズクがいりますが､それなりに楽しく幸せに感じるものではな

いでしょうか。生活防衛から“しかたなく„ やってきた部分を否定できませんが､他人の目を気

にしなくなった今では快適な毎日に満足するようになりました。

次回は私たちの代になってからの数々の工夫を紹介してみたいと思います。

ま～ゆ会計報告
2003 年 11 月～2004 年 10 月

収入の部 金 額 支出の部 金 額

前年度繰越金 138,525 円 会報等作成費

(用紙･インク･封筒)

40,711 円

メール･FAX 代

(ウィルスチェック含む)

13,947 円

通信費(切手･送料) 10,920 円

事務用品 837 円

名札 6,300 円

会場費

(ま～ゆ市･世話人会)

14,400 円

会費

1200 円×94 人

1000 円×３人

900 円×２人

800 円×２人

700 円×４人

600 円×２人

500 円×２人

124,200 円

夏祭看板 16,000 円

ジャガパー会費 15,000 円 ジャガパー材料 10,888 円

カンパ 5 円

利息 1 円

次年度繰越金

現金 30,000 円

通帳 133,728 円

163,728 円

合 計 277,731 円 合 計 277,731 円
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エ コ 心
№69 松井英子

都々平さん＆ミーすけさん､エコ２追求に追求を重ね､認定証を授賞されたこと､本当に素晴らしいで

す！今度､ささやかですが､私からのお祝いとして､赤と銀の水引草の株を貰って下さいませんか。

エコといえば､私も日頃から質素な暮らしを心がけているのです､たとえば､生ゴミは友人に作ってもら

ったボカシで堆肥化したり。買い物に行くときは､必ず袋を持参する。洗濯はまとめてする（こまめにし

ない）。ジャケットやスーツなども自分で洗えそうなものは自分で洗う。毎日の洗髪を避ける(洗剤を流

さない)。ヘアーカットやパーマはバーバーかおり（我が家の娘がにわか美容師に）。夫の頭は､バーバ

ー松井（そうです､私がやるんです）。その他にも､片面印刷の紙はＦＡＸ用紙やメモ用紙などに再利用

するとか､毎日掃除機を使うのではなく､雑巾でほこりをとったりと､毎日の生活を見なおすとエコについ

て考えさせられることが多々あります。

今でこそ､こんな私ですが…数年前までの私は､夏は朝までクーラーを入れ､ひんやりした空気が心地よ

く､布団を掛けて寝ていました。今は冷え性で夏でもカイロがほしいくらいです…（バチが当たったのか

しら…）。まだまだ見直すところ有り､２人暮らしの我が家には､車が３台､パソコンとテレビがあわせて

4台､クーラー5台に暖房機が 4台､冷蔵庫が 2台､お風呂が２台…あくまで二人暮しです。間違っても､ち

っちゃな民宿の女将ではありません。今は､いつでも蛇口をひねれば､お湯がでて､スイッチオンで何でも

動く…それが当たり前の生活になっているけれど､資源には限りがあるし＜便利・簡単＞にあまりに頼り

すぎていると､必ずツケが回って来ると思います。この『地球に生かされている』ということを…今いち

ど心に刻み､出来る事から､変えられることから､エコを心がけて行きたいと思っている今日この頃です。

話は変わりますが､少し前､蓼科温泉に１８名

で１泊の研修旅行(?)に行って来ました。

蓼科ではマレットへ行くコースとバラクライングリ

ッシュガーデンへの見学コースへ別れての行動

で､私はバラクライングリッシュガー デ ン

へ行

きました､時期的に咲いてい

る花は少なかったけれど､

庭園内の案山子の､わらや

カヤの日向くささに､ぬくもりを

感じ､それが､すっーと 英国

風の庭園にとけこんでいまし

た。（英国にも案山子ってあ

るのかしら・・・）

その日は英国海軍音楽隊のカルテットが来て

いて､リズムの良い音楽の中､感性で統一された

空間で心安らぐひと時を過ごしてきました。

さて数日後､今度はそのメンバー数人ずつのグ

ループにわかれ､グループ毎『自分が大切にし

たいと思うもの』を１０個書き出すという事をしまし

た､大切なもの１０個なんて､簡単！と思いきや､

年代も違い､育った環境も違う､考え方も､視点も

違う人たちが､てんでに発言するものですから､ま

とまらない､まとまらない。 楽しく論議したのは言

うまでもありませんが､このメンバーの人たちとの

出会いも､まーゆの仲間との出会いも､私の人生

の中で最高なできごとです。この出会いに感謝。

１０月の常会にとなりにいらっしゃったＳさん､

笑顔のいいこと､笑っている横顔の温かいこと､目

じりに優しさや温かさかさがにじみ出ていて､奥

様は（そうだ､今は〈お連れ合いさん〉というのか

な）さぞ､お幸せだろうなぁ と思ったりした。お隣

にいるだけで､私まで幸せな気分になれました。

まーゆ通帳に計上しなかったけど､

ありがとうＳさん。

まーゆの会報も読みごたえあっ

て楽しいです。会報を通して､

皆さんとよりお近づきになれる

気がします。それにしても､皆さ

ん文章が上手､本当に楽しく読ませていただい

てます。

そうそう､ヒデさんは猫ちゃん９匹もいるんです

ね､それぞれ性格も違って楽しいでしょうね。我

が家にも１５歳になる､猫ちゃんがいるんですが､

高齢になり､２､３年前から病気をしていて､地元

の獣医さんでは治療できないということで､新幹

線とバスを乗り継ぎ､大学病院へ通っています､

猫ちゃんとはいえ､立派な家族の一員ですよね､

我が家の猫ちゃんは年賀状にも差出人（猫）とし

て名前を連ねています。

話はガラリとかわり､ちょっと真面目な話しです､１０月２１日の朝刊に､住民税を０５年度から､

年金から天引きする制度を目指す､とありました。確実に税金を徴収できて､市町村の事務軽減が

でき､納税者側の手間も省けるし､高齢者の利便性向上につながると言っています。ちなみに､上田

市は､０３年度の住民税徴収率､約９０％だそうで､次は固定資産税､自動車税・・と､くるのでしょ

うか。 おぉ､寒い！寒い！！
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郵 送

86長谷川ひろし

※世話人が協議してこのようなネットワークを作りました。

①大きな文字の人から右側の人に配達。

または②右側の会員から左側に受け取りに行くシステムに

なっています。

地区や交友関係を配慮していますが､会員へ個別に事情を

伺っていないので不満や不都合がありましたら下記にご連

絡ください。

安井27－3186 前田27－1230
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ま～ゆの使えるお店（お気軽にどうぞ）

熱 勝 (ねっしょう)

●陶芸材料が揃っています●教室もあります

●相談・アドバイスもお気軽に

●ご利用金額の５～10％まで｢ま～ゆ｣をお使い下

さい

上田バイパス秋和・長野県酒販前

℡29-3880

上田まほろばユースホステル

●宿泊料金の20％まで｢ま～ゆ｣をお使い下さい

●ウォーキングスキーは20％まで｢ま～ゆ｣をお使い

下さい

●収容人員20名

上田市別所温泉36-4

℡38-5229/Fax38-1714

都市･建築工房

●一級建築士事務所

●環境住宅設計料の10％まで｢ま～ゆ｣をお使い

下さい

上田市御所274

℡28-7532/Fax28-8190

吉 崎 酒 店

●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10％まで｢ま～ゆ｣をお使い下さい

上田市中央3-7-7

℡22-0300/Fax22-4525

家具のみなと

●ご利用金額の10％まで｢ま～ゆ｣をお使い下さい

●営業9:30～19:00(火曜休み)

上田市中央6-1-23

℡24-3710/Fax22-2289

フリーマーケット のんどり

●環境に優しい食品、生活用具、古着など

●核酸有機肥料は10％まで｢ま～ゆ｣をお使い下さい

上田市上田原876-1(上田原華龍飯店隣り)

℡26-9355

七田チャイルドアカデミー上田教室

●見学料の10％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

スタジオ１０１

●気軽に楽しめるカラオケスナック

●20％まで｢ま～ゆ｣を利用できます

上田市中央4-6-１

℡25-0881

甲田はきもの店

●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

スナックＹＵＭＩ

●3,000円で飲み放題(ま～ゆ通帳をご持参下さい)

●｢ま～ゆ｣ボトルあります

●カラオケ1曲200円

香青軒（袋町）裏

℡23-5578

｢ま～ゆ宅配｣営業所 寿 苑

● 関東・信越方面は35％｢ま～ゆ｣を使えます（他地区は別途）

▲上田市浦野49-10▲TEL 31-3705▲FAX 31-2870▲携帯 090-1828-2919

● 取次所はフリーマーケットのんどり▲上田原華龍飯店隣り

▲TEL 26-9355▲月～土営業(祝日休み) ▲受付は午後3:00まで
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師走の

ま～ゆ市
1２月１０日(金)

午後７時から

中央公民館

やっとこ 編集を終って
蚕都くらぶま～ゆがめでたく丸 3 年経過して､着々と地域の底力をつけていると思います。｢クラブ活

動のほうは誠にうまくいっているが､通貨のま～ゆのほうはイマイチだね｣などと言っている人もあるよ

うですが､わがま～ゆ会員は意外と奥ゆかしくて恥ずかしがりや。表に出さなくても､ま～ゆ交換をさり

げなく･上手に行っているのは間違いありません。

もう日常化して“遠くの親戚より近くのま～ゆ„になっていて､つい通帳をつけるのを忘れるといった

ケースも耳にします。でもそれではいけません。ま～ゆは地域通貨によって会員同志がつながっている

のをしっかり認識してください。通帳を持ち合わせていなかったり､つい面倒なこともあるかもしれませ

んが､その場合､せめて握手を交わすことだけはしっかりやりましょう。

会報についてクイズです。次の数字わかりますか?。２０と３０と５０(どれも偶然ぴったり)です。

Q ２０⇒ これは簡単ですね。今号の番号です。隔月発行ですから､年６回×３年＋今号＝１９。あれー?

初期に１回だけ３ヶ月続けて発行したことがあったためです。

Q ３０⇒ かなり難問でしたね。じつは､“ま～ゆな人„に登場した会員の数です。｢ユニークな会員が紹介

されていて楽しい 私にもインタビューに来て｣という声あったかな?。

Q ５０⇒ 今度はいかがですか?。正解を言いましょう。会報に投稿された会員の数です。｢投稿させられ

た｣とおっしゃりたい方もあるかもしれませんが､３分の１以上の会員が参加する会報って､天

下に誇ってもいいのではないでしょうか。

毎号ヒーヒー・ハーハー・フーフー 言って発行日にやっとこ間に合わせている編集担当ですが､入っ

てくる原稿を誰よりも早く読ませてもらえる特権でその労苦が報われる思いでいます。１人でも多くの

人に参加してほしいとの編集方針から｢お願い｣していますが、まず断られたタメシがないのがうれしい

のです。これからもよろしくお願いします。 都々平

‘05 年 正月は

繭玉ま～ゆ市(新年会)
1 月 10 日(月) 昼 の１時から

中央公民館

おめでたい繭玉を作って

新しい年を祝いましょう

NHK テレビ(全国放送)にま～ゆが出演します。

堀尾アナ司会のご存知 難問解決･ご近所の底力で

テーマは「屋根の落ち葉片付け」です。

放送日は 12 月９日(木)夜９時 15 分

リポーターの 清水 圭さんがま～ゆの人たちと交わります。

ま～ゆからの出演者は

スタジオで３～４人(未定) 現地(上田４ヶ所)で約 10 人

ま～ゆ市を取材するので「あなたが登場するかも」


