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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



№262 ハ ッ ト こと 中 村 光

4月 11日､今年初めてま～ゆの

お花見に家族でおじゃまさせて

いただきました。初めてのことな

ので､｢何か持っていったほうが

いいのかなぁ｣とか､｢一升瓶だけ

持っていくのもどんなものか｣な

どと考えながら、結局子どもと夫

婦二人の食料だけ抱えて参加し

ました。

実を言うと私、立派な大人にな

ってからというもの、会社関係の

集まりか、非常に消極的にやって

いる消防(問題発言! )でしか花見

などのふれあいイベントに参加したことがありません。なので、思春期の少年のように、

人見知りで人付き合いの苦手な私が、みなさんの輪に入って社交的に振る舞えるかどうか

とても不安を感じていたものです。

でも､現地でごんべえさんがグループ分けして 話しやすい環境

を整えてくださったおかげや、グループ内のみなさんに気さくに話

しかけていただいたこともあり、自分でも驚くほど、自然にコミュ

ニティに溶け込むことが出来ました。もっとも、終始、子どもがそ

の辺を走り回りっぱなしで､落ち着いておしゃべりすることは

かないませんでしたが。でも、やっぱり人間ってあったかいもので

すねぇ。

ま～ゆでは 畑や田んぼの

活動になるべく多く参加して、

上田特有の土壌とか気象条件

とか栽培の仕方など、農に関

するさまざまなことを学んで、

また体験したいと考えていま

す。どうかよろしくお願いし

ます。あと、もっかの悩みは、

地域通貨ま～ゆをなかなか使

う機会がないのと、貯める機

会もないことです！この辺も

よろしくご指導くださいね！

－２－

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

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



3月10日
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№230 ぐんちゃん こと

直井 恵

普段子供がいるのでま～ゆ市に中々参加できずにいましたが､

今回は、まめちゃんに声を掛けて頂き、「えいや！！」と参加し

ました。

今回はその まめちゃんのお楽しみミステリー企画がありま

した。なにがあるのかドキドキ！！

始まると まずグループにわかれて自己紹介、普段あまりお話

し出来ない方と話す機会に恵まれ嬉しかったです。

その中で母について思うことを話しましたが、身近にいすぎてあまり考える事

がなかったので改めて考える事が出来て面白かったです。

どの世代の方にも母という存在がいて、既に亡くなってる方、健在の方、様々。

それも面白かったです。

私も母になり２年が経ちました。娘の

朝子が将来、この様な機会に恵まれたら

何と答えるでしょうか？良い思い出を

語ってくれる様、未熟ながら頑張りたく

思いました。

様々な答えを聞く中、あの人はどんな

人生だったのだろうか？楽しそうだなとか、苦労が多かった

のだな等色々考えました。

原稿を書いている今(４月11日)、私は臨月です。

あのま～ゆ市で考えた事が思い返され、産まれてくる子は男の子か女の子か、空から私を見て選んでき

てくれたのか？

とにかく「人生楽しくいきましょう」という想いでいっぱいです！！

そんな事をじわじわ感じるま～ゆ市でした。

さて、人生で何度も無い（１０回２０回あっ

たりして？！）お産に挑みたいと思います。
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
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会員№253 ももちゃん こと 飯 島 桃 代

３月 28 日の豆煮と､29 日の味噌仕込に参加しました。手作りの味噌に

挑戦するのは３回目でしたが、今回ほど大掛かりなものは初めてでした。

まず 28 日の私の役割は､五右衛門風呂のような大釜３つで大豆を煮る

作業です。豆は前日から ほとばしていただいてあり､あとは煮るだけの

軟らかい状態になっていました。ザルで何度も豆を運んで大釜にいれます。

量が多すぎてあまり食べ物を扱っている気がしませんでした。あとはじっくりと豆が煮たっ

てくるのを待ちます。薪が燃える匂いもいいものですが、豆が煮えてくると､独特の甘い香り

がしました。（煮たての豆の味もとてもいいものでした。）前日に煮た豆は大きなミンチ機で

次々とつぶされて、28 日の仕込み隊によって味噌になっていきました。

29 日はいよいよ仕込みです。私は割烹着を着て、豆や糀にまみれてもいい格好でのぞみま

した。作業自体はとても単純です。糀を丁寧にほぐし､つぶした豆と塩と混ぜます。豆が全部

入ると水分があるので重くなり、量も多い

ので一苦労です。でもこれがおいしい手作

り味噌になるのかと思うと、わくわくしな

がら頑張りました。

作った味噌は持参した入れ物に入れて、

今は我が家で眠っています。対面できる日

をとても心待ちにしています。

作業に慣れない私に丁寧に教えてくださ

った方々に感謝です。来年も参加したいと

思っています。よろしくお願いします！

ま～ゆ寺子屋の“海外から見える日本”partⅠが リーフレットになりました。

昨年 3 月に私が講座で話をしてから何人かの方から｢あの話をもう一度聞きたい｣とか｢リーフレッ

トにしてもらいたい｣というリクエストがありました。

私の話が今度安井さんと前田さんの協力を得てカラフルで

立派なリーフレットになりました。是非ご一読をお願いした

いと思います。

私自身あの話はあの時点での私の思っていたものを発表し

ただけで､それで完結したものと考えていました。

当時アメリカも日本も表面上経済は順調に成長しており､

大企業も最高の利益を上げており､政府もメディアもほとん

どが楽観的でした。

しかし私は｢今は激動の真っ只中にいること｣と｢大国アメ

リカの没落と沈み行く日本｣という予言は不幸にして的中し

ました。

その意味でも私の話の内容にはこれからの私たちを考える

上で参考になるのではないでしょうか。

自分を見つめるには自分を外から見る第三の目が必要です。

日本を見つめるためには世界から日本を見る必要があります。 №101 長谷川 貢
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にゃんこ先生の「「楽楽ししいいパパンン作作りり」」
№263 グリーンピース こと 中 村 亜 季

4 月 19 日の寺子屋パン作りは、私にとって とてもためになり、

得した講座でした。なぜ得をしたのかというと、実は、ホームベーカ

リーを購入しようと思っていたのです。しかも定額給付金で‥‥(定額

給付金に対しては､こんな税金の無駄遣いをして ! と散々文句言って

おいて、しっかり使い道考えていましたトホホ。）でもにゃんこ先生の

パン作りはすべて手作業で、最後にオーブンを１０分程度使うだけで

す。へぇ～、ホームベーカリーなくてもこんなにおいしいパンが焼け

る！パン作り楽しい！

使う材料もカラダにやさしく、シナモンとレーズン、きなこと黒豆

を巻いたパンは本格的でした。ほか

に、あんパン、マッシュポテトパン、

チョコパン、米粉のパンケーキ磯辺

巻き、もちきび粉と甘酒のパンケー

キ、豆乳ティー葛餅も作り、子供（１

歳８ヶ月）もお手伝い（邪魔）しな

がら一緒に楽しむことができまし

た。自分で手作りでパンを焼いたことがなかったので、これからかなりはまりそうです

★ 次回も是非参加したいです！ありがとうございました。さて、定額給付金は何に使おうかな～（笑）

６月２１日(日)１０：００～

中央公民館 ２Ｆ 料理実習室

先着２０名様限定

* 参加費 ： 材料費実費＋300 ま～ゆ *

※ お申込みは 電話 28-7532 へ。

今度はどんな面白いパンを作ろうかなあ、と にゃんこ考え中です。

「ホームベーカリーの使いこなし術」もやりますよ！



－６－

№25 きみちゃんこと西澤公子 さん

きみちゃんと中国語

きみちゃんが長野大学で中国語をずーっと

勉強していることをご存知ですか。何故？実は

きみちゃんのおばさんは､戦前中国の青年留

学生と恋愛して結ばれ、中国に渡りました。そ

の後、きみちゃんの両親も中国に行き、彼女

は青島で 生まれ、終戦前に(１歳を過ぎた頃)

日本へ帰国しました。それから中国の従兄弟

たちと手紙を交わすようになりましたが、中国

の彼らは日本語は分かりません。日本人と知

れると迫害されるので 一切日本語は使わな

かったからです。

2000 年に長野大学で中国語の教室がある

ことを知り､受講することにしました。従兄弟た

ちとなんとか文通や話が出来るようにしたいと

思って熱心に発音や聞き取りの勉強を続けて

います。そこでケイちゃんやごんべえさんらと

出会い、ま～ゆ入会につながります。

三味線

きみちゃんは結婚してから

しばらくは嫁ぎ先の会社の仕事

を手伝ったり､大勢の人の賄い

をしていました。そこの大番頭さ

んから｢男のやることに口を出し

てはいけない｣と 厳しく言われ

たので､おとなしく神妙にしてい

たそうです。

やがてご主人が民

謡の師範となり､お弟

子さんが増えて、きみ

ちゃんも三味線を弾く

必要に迫られ、お稽古を始めました。東京から家

元がきて、｢１日６時間も練習したよ｣とケロリとおっ

しゃいます。三味線が好きだったのですね。

短 歌

短歌を始めたのは２０年ほど前。なんとなく

興味があって､自然に歌を作るようになったそ

うです。正岡子規を祖とするアララギヒムロ会

に属しています。ここでは毎月１２首作らなけ

ればならず、徹夜に近いときもあるとか。２首は

清書して先生に提出するのですが､そのときの

皆の句の清書をきみちゃんがしています。字が

とてもきれいだから。

では､その中から１句

異文化の 日本に日毎 慣れし君
流暢に我を ｢おかあさん｣と呼ぶ

秋和菜園

秋和菜園では丸ナスやネギ、トマト、キュウリ

など２０坪ほどで作っています。文化活動が忙

しく、草がはびこってしまい、一人ではとても無

理なのでご主人に｢手伝って｣と頼んだところ、

良い返事が返ってきませんでした。そしたら｢も

う野菜食べさせないからねと脅迫したら畑に来

てくれたんだよ｣って､すましてそ

う言うきみちゃんです。

性 格

｢人のことは気にならない｣、

｢失敗してもおおらかに笑い飛

ばす」、｢人にくれ好き｣ということ

で 性格は｢大陸的だね｣と言わ

れるそうです。

ま～ゆに入って｢学識者が多くいて、

色いろ教えてもらえる｣。｢日常会え

ない人と付き合えて､ 世界が広が

ったよ｣とおっしゃっています。

ミーすけ 記

きみちゃんの 丸なすの 芥子漬 は絶品です。レシピを載せますから是非試してみてください。

丸ナス １ kg

塩 １５０ ｇ

みょうばん ５ ｇ

砂糖 ５００ ｇ

みりん ５０ ｃｃ

酢 ４０ cc

酒かす １７０ ｇ

粉からし １０～５０ ｇ

丸ナスは６～８等分して切りながら水につけてアクを抜きます。

重石をして一晩漬けます。

ナスはしっかり塩水を切ります。

材料を皆混ぜ合わせて､ナスを入れます。

１週間ぐらいしたら冷蔵庫に入れて保存すると翌年まで持ちます。



あかねちゃんです。
雨の中、ま～ゆおやきを作ってくれたみなさん、持って来て

くれたみなさん、おしゃべりしてくれたみなさん､ありがとう
ございました。
おやきも､にゃんこ先生のクッキーも､とってもおいしかっ

たです。
ヒデさんのハグ講習のおかげで あちこちでハグハグ。♪
私もできちゃいました。ありがとうございました。
会館の中は人の熱気で温かく、｢今年のうえだアースデイは

雨でよかったなぁ～｣なんて感じました。
実行委員長というのに､たくさん足らないところがあり（つ

くづく、向いてないなぁ～と実感しました）､みなさんのおか
げで このような素敵な場が出来たこと感謝しております。
ありがとうございました。

ケイちゃんです。
にゃんこ先生はじめ、アースデイに参加され

たみなさん、お疲れ様でした。
実行委員長の大役をこなした、あかねちゃ

ん、本当にお疲れ様でした。
ま～ゆおやきも何とか好評のうちに完売し

ました。
おやきの販売を通して、買ってくださった

方と少しお話ができたのが、狭い会場のいい
ところ？でした。
また、朝早くにおやき作りに来てくださっ

た方々、ありがとうございました。
ヒデさん提案の「ハグ」もやってみるとや

れるものだと実感できたのも収穫のひとつ。
ま～ゆから発信できるものがまたひとつ増え
たかな？？
あいにくのお天気でしたが、狭い会館が

人で溢れて、活気を感じました。
人がつながりあっていく楽しさもありまし

た。
みなさん、ありがとうございました。

にゃんこ先生､太鼓の子どもた
ちにクッキーありがとう
こどもたちは目を輝かせて選ん

でました
太鼓､室内で聴き苦しい点もあ

ったと思いますし､メンバーもな
かなか集まらなかったですが
とっても楽しかったです
どうもありがとう
もっともっともっとみんなが元

気になる
子どもたちと大人の つながり

を追求していきます
おびなたじょうじ

にゃんこ先生です。
前夜のメールを読んで、クッキー類の運命を案じ

ていられる方がいらっしゃるかも…。で、ご報告で
す。
雨のアースデイでしたが、東大湯会館はすし詰め

状態でした。
すぐそこにあるま～ゆおやきの売り場へなかなか

行けないでいるうちに、目当てのあんこおやきは
売り切れてしまったそうです。
早朝からたくさんのおやきを作ってくださった

皆さま、お疲れ様＆ありがとうございました。
そして私のクッキーを買ってくださった方々に

感謝です。
おかげさまで完売いたしました。

のだまです。
アースデイではおいし～いおやき、ありがとう

ございました！
やはりおいしくなくっちゃま～ゆじゃないです

ね。
ひでさんのハグもすてきでした。
常日頃からハグするチャンスをねらっている

ハグ好きのわたしには願ってもないムーブメント
です。
ぜひとも広めていきましょう。
わたしのチャイは１回めのよりも２回めに作っ

たのが一段とおいしかったので、コツをつかみま
した。
次回まで更に腕を磨いておきますね！

－７－

４月２５日(土)

別所温泉

大湯薬師堂 東大湯会館
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№130 ヒデさんこと竹内秀夫

セミナー参加

今年 3 月、女神山で行われた 2 泊 3 日の「喜びとやすらぎのセミナー」に参加した。きっかけは全国的に

有名なセラピスト大森仁氏の言葉「心身ともに健康な人なんて居ません」を聞いたからだ。自分は心身とも

に健康だと信じていたから、へそ曲がりな私は､健康な人間が存在することを証明したくなったのかも知れな

い。結果は､大森仁氏の言葉どおり､私もたくさんの心の問題を抱えていた。

ハグのパワー

セミナーは初対面の参加者がハグをするところから始まった。「どうしよう」とか「困ったな」という迷いも一

瞬で、実際にハグを体験してしまえば、全員が昔からの知り合いのような、懐かしい人に再会したような感覚

に包まれてしまう。この感覚が「心が通じる」とか「人とつながる」ということなのだろう。この後、参加者が車座

になって順番に自己紹介をしたが、そこにはドキドキしているいつもの自分ではなく、とても落ち着いた自分

がいた。昔からの知り合いのような感覚に包まれている安心感と、ハグというツールを手に入れたことで、い

つでも誰とでも簡単に心を通わせられるという自信が、いつものドキドキを取り除いてくれたようだ。

気付き

さて、私が抱えている心の問題の中で、まず気付いたのは、にゃんこ先生を大切だと考えているにもかか

わらず、それに見合うエネルギーを使っていなかったこと。次いで気付いたのは、喧嘩を見たり人の悪口を

聞いたりすると、私は過剰に反応し、心が穏やかでいられなくなるのだが、それは子供のときに見た両親の

喧嘩や、近所の人たちの茶飲み話の大半が人の悪口だったことに理由がある。この二つは一見別のことに

思えるが、実はつながっている。私は両親を反面教師として、結婚したら仲のよい夫婦になろうと考えてい

た。それを求めるあまり、いつからか仲がよいという外面だけに注意が向くようになり、衝突しないような距離

を保ってきた。この方法は、ほとんどエネルギーを使わなくて済むので、ますます正面から向き合わなくなっ

てしまい、微妙なズレを感じるようになっていった。

向かい合う

これらの問題を解消する第一歩として、まずにゃんこ先生と向かい合い

「大切」という思いとそれに費やすエネルギーが一致するように努力することを

説明し、ハグをした。次いで母親とも向かい合い､私のトラウマになっていた

「両親の喧嘩」を解消するために､一昨年亡くなった父親と仲直りをして貰った。

もちろん母親ともハグをして。実際ににゃんこ先生や母親と向き合って分かっ

たことは、それぞれ重い事柄であるにもかかわらず、ハグをすることによって、

お互いの心が通じていると感じられて、思っていたよりずっと簡単に済んだ

ということだ。もし、ハグを知らなかったら、こういう話し合いをしようとすら思

わなかっただろう。ハグに自信を与えて貰ったお陰で、すべてが好転し始

めている。

ハグしよう

話は変わるが、街頭で見知らぬ人々とハグをして、それぞれが「愛」とか「平和」とか「人の温もり」とか

「人とのつながり」などを思ったり、感じたりするフリー・ハグズ（Free Hugs）という活動が 2001 年から急速に

世界に広まったようだ。一度でもハグを体験すれば、その理由を実感できるだろう。何よりも、知識に裏打ち

された自信ではなく、心に裏打ちされた自信をハグは与えてくれる。そしてその自信は､私たちが生きていく

上でとても大きなパワーになる筈である。ハグによって失うものは何もないのだから、ほんのわずかな勇気を

持って第一歩を踏み出せば、きっと違う自分、違う世界が見えてくる。

※ 「ハグ」とは握手するのと同様に抱き合って挨拶することです。ですから、いつでも、誰とでもすることが

できます。

ただ形だけまねるのではなく、心で対話することをイメージしながら行ってみてください。そうすれば、

お互いの 心が通じていることを実感できます。
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今回のテーマ

“先 生„
心に残っている先生 №171みちこ こと 山本道子

私はお二人の尊敬できる先生と出会いましたの

でお話してみます。

の方は、昭和37年の10 月､私が東京から

鹿教湯病院に赴任した時からお世話になっ

た福井圀彦先生です。就職の採用試験のとき(この

仕事は肉体労働なので)､その年は特に視力のある

男子が要求され､私は一旦不採用になりました。

他の病院に就職して働いておりましたが、10 月初

め突然､10月10日から勤務と知らせがありました。

病院も､私も大変戸惑いましたが公のところなので、

いろいろな方にご迷惑を掛けつつ赴任することに

なりました。

その当時のリハビリテーション施設は､別府の

玉造温泉､伊豆の韮山､鹿教湯療養所の 3 箇所でし

た。特に鹿教湯温泉は国民温泉と呼ばれており、農

家の人が自炊しながら湯治に来ていたところです。

私は都会から来て、上田からバスで 1 時間 30 分。

猛烈なでこぼこ道で、震度5の地震のように揺れた

ことを忘れられません。

赴任した時は比較的家庭的で、全職員65人でし

たが､翌 4 月から新築の病院が完成し､職員は一気

に 180 人、ベッド数 600 という状況になりま

した。

病院の所長福井圀彦先生は東京大学病院の

大島内科から赴任された方で、後に「出藍の誉

れ」といわれるほど､名を知られた先生でした。

私たちは,週に何度か勤務が終わった 5 時か

ら7時まで30人～40人がリハビリに関する講

義を受けました。肉体労働の後の勉強は、空腹

で胃が痛くなり､終わると食事が取れないほど

疲れました。

理学療法士､言語訓練､職能訓練の福井先生

の講義はとりわけてハイレベルで、胸のすくよ

うなすばらしいものでした。他の病院の仲間も

講義の後､異口同音に､｢何という高度な講義な

んだろう｣と､ただただ驚いていました。

退職後 40 数年になりますが､今でも先生の講義

が耳に残っております。かなうものなら今一度あの

すばらしい講義を聴いてみたい､現在もその気持ち

に変わりはありません。

の先生は、現在文教大学教育学部

音楽科教授の峯村先生です。50 歳

で私が完全失明する半年前に､｢コーラスこぶし｣の

指揮者として出会いました。お人柄がまっすぐで誰

にも公平な方でした。私より 20 歳以上お若

い先生でしたが、コーラスの練習は非常に厳

しく､私語は一切許さない毅然としたお方で

した。仲間の言葉ですが「先生にほれるわけ

にはいかないけれど、人格だけほれさせてい

ただきたい」全く私も同意見です。

私はコーラスを始めて足掛け 20 年になり

ますが､この先生に出会ったことで、わが身

に鞭打って頑張ってこられたことを､深く感

謝しております。

私の場合、点字の譜面などありませんので、

耳ひとつで言葉だけ点訳という状況です。

その中で、大曲｢スタバトマーテル悲しみの

聖母｣と｢メサイア｣、ホーレの｢レクイエム｣

等歌ってまいりました。

先生から「大学へ全盲の娘が入ってきます

が、山本さんどうでしょうね」とお話があり

ました。この娘さんは小学校中学、高校まで

全て健常者の学校を出たそうで、精神的にし

っかりしたお子さんのようです。作文も大変

すばらしかったそうで、大学側も大乗り気で

入学されました。

その学生さんは

お小さい時から全

盲なので、特にた

くましく､杖一本

で一人歩きなさる

方と聞きました。

峯村先生は歩行訓

練師を頼まず､そ

の娘さんのお母さ

んと交代で､駅か

ら大学まで(北越

谷駅から商店街を

抜け)10 分ほどの

道のりを慣れるまで一緒に歩いたそうです。

私はそのお話を聞き大変胸が熱くなりまし

た。多々ある大学の中、一学生のために先生

が歩行訓練を共にしてくださる､こんな先生

が ほかにいらっしゃるでしょうか。このこ

とは､私にとって忘れることができません。

心の中で手を合わせたくなるほどの気持ち

でした。

ミーすけ聞き取り

最初

もう一人
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地域に住む人みんなが先生

№15 みっちゃんこと竹 内 充

「先生」と言われてぱっと思いつくのはだれです

か？教員、弁護士、医者、政治家などなど。私も

先生って言われると前にあげたような「職業」につ

いている人を想像します。でも、「先生」はある特

定の「職業」についている人だけじゃないなぁと思

います。

日ごろ、学生と地域を結ぶということを目的に NPO の活動をしていますが、私は「地域

に住む人みんなが先生」なんだと感じています。私が関わるのは大学生ですが、彼らにとっ

て、異世代の、しかも今まで関わったことのない地域の方とふれあい、つながることはあま

り経験してこなかったのではないかと思います。学生が地域の方と活動し、時には叱られな

がら取組む姿を見ていると、年を追うごとに成長していくのが良くわかります。

もし、ま～ゆの活動や地域で彼らを見かけることがあったらぜひ、声をかけてあげてくださ

い。特別なことをしなくても、声をか

けることが彼らに刺激をあたえていま

す。学生たちにとってま～ゆのみなさ

んはみんな「先生」なんです。

次号のテーマは“食 „ 原稿の〆切は６月 20 日です。
お寄せいただいた原稿には 500 ま～ゆ 支払います。どんどん投稿してください。

｢山浦先生 ｣ №77 竹 内 文 子

私の住んでいる町に、山浦哲夫先生がいます。

先生は 18 才で単身、満州へいきました。そこで

教員になり、終戦まぎわに召集令状が来て入隊。

戦後は捕虜になり、ウズベキスタンで抑留生活。

帰国後、小学校の教員を経て、退職した後は、東

信史学会の会長をしていました。

こんな先生が身近にいらっしゃるのに、学ばな

い手はないと「紺屋町歴史会」を立ち上げ、月１

回の勉強会と年２回の現地研修会を行っていま

す。今年のテーマは、紺屋頭・金澤家の古文書な

どを解読したり、春の現地研修として東山道・保

福寺峠を訪ねます。

素晴らしい先生が身近にいて、なんて幸せなこ

とでしょう。

アイドル先生
№112 めばえこと長谷川芽生

先生というとすぐ浮かんでくる顔があ

ります。小学校 1 年から 4 年まで 4 年間

教えてもらった高橋綾子先生です。厳しい

けれど若くて美人、スポーツ万能。村民運

動会の花形選手。生徒ばかりでなく村中の

アイドルでした。その先生に憧れ、私もそ

の道を目指しました。

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 Ｆａｘ28-8190
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ま～ゆ会員にききました。

４０年以上前の中学時代、独唱コンク

ールに出る友人の伴奏という役を引き受

け、毎日放課後夕暮れまで 二人で頑張

って練習していました。いよいよ三日後に迫

った頃、もし失敗したらと思うと不安だとい

うことを指導の音楽の先生に話したら、す

かさず『私がやります』え！？ありえない…。

つまらぬ辛い思いをした次第。 本番に弱

いのは 案外この体験が尾をひいている格

好です 。

（会員№265 宙 蟲
そ ら む し

)

「あなたたちは音楽家です」

高校３年の時に講師として学校に お呼びしたホルンの先生から言われた言葉です。多くの中学・高校の

吹奏楽部は毎年、吹奏楽連盟が主催する夏の大会に 向けて練習します。 私たちも、賞を取るために

練習をしていました。そんなさなか、その講師の先生が見えられて、練習過程の中盤ぐらいに「あなた達は、

音楽家ですか？」と私たちに質問しました。当時、学生指揮者をやっていた私は、自分は「演奏者」だと思っ

ていたので、「NO」と答えました。 しかし先生は、「あなた達が練習しているやり方や音楽に対する想い、その

アプローチはプロでもアマチュアでも変わらない。ただそれでお金をもらうかもらわないかの違いだけ。だから、あな

たたちも音楽家なんです。」 私はその言葉をきいて嬉しくなって、練習に打ち込みました。

全国どの学校も「あの学校に勝つために！」「目指せ全国大会！」といった目標を掲げ、スポーツの部活同

様に、良い賞（吹奏楽の場合は 金賞）をとることが目的になっていて、心から音楽を楽しむ学校はあまりな

いように最近感じます。そんな中で、音楽を更に好きにさせてくれた先生の言葉が忘れられません。

（会員№15 みっちゃん）

「お前たち、３５歳までしか生きられないんだぞ」

なぜなら、ノストラダムスの予言によれば、１９９９年に世

界の終末がやってくるのだから。担任の先生（男性）はそ

れは親切に教えて下さいました。私は小学５年か６年、

１９７４年頃のことです。まだ２０数年も先のことなので、

目の前が暗くなるほどではないけれど、ショックだったには

違いなく、だから、よおく覚えています。先生の言葉と、

「ざまあみろ、いい気味だ」が幽
かす

かに混じった表情を。今な

ら、わかります。先生、あんたも怖かったんだね。

同じ先生の言葉をもうひとつ。授業中、私はノートの

端っこに女の子の顔とかを落書きばかりしていました。ある

日、机の間を後ろから歩いてきた先生が、通り過ぎたと

思ったら振り向きざまに言った言葉が「くだらないものばかり

描きやがって」。恥ずかしくてみじめでした。「描きやがって」

は私の記憶違いで、もう少し穏やかな言い方だったかも？

でもそう受け止めてしまうくらい侮蔑的な口調でした。

落書きしている私が悪いんだからしょうがないんだろうけど

…だって、退屈だったんだもーん。（ものすごくひどい先生

みたいに書きましたが、実際は、それほど嫌いでもありませ

んでした。）

（会員№136 にゃんこ先生）

家庭科の若い女の先生。私がピアノを

習っていることを話して、「わたし、あんまり

向いてないみたい」と言ったら、「そうでしょ

うね」、ですって！

大学の時には、ウルドゥー語の先生か

ら、「のだまさん、字はうまいですね」と…。

講義に遅刻ばかりしていたから？

（会員№226 のだま）
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めっぽー不良だったので、先コーの言うことなんざぁまったく聞いていませんでした。 なんとかし

て学校をさぼることしか考えていないカーリー頭だった高校時代、進学校だったんだけど、今考えて

も図書室がどこにあるかわからない始末、どんだけサボりまくっていたんだか(笑)

まったく勉強もせず、鉛筆をころがして(6面に123456 と書いたサイコロ状の鉛筆)出た数字をマー

クシートに塗り、大学に入り、そこで会ったゼミの先生の言葉「大学ではできるだけ講義をさぼるよう

に」。ほんとです。

このときの先生は同名の論文も書いていて、そこには、「自分で何かを見つけなければ、大学とは

永遠の退屈、たんなるモラトリアムの四年間がまっているのみ」、書を捨てて街へ出ようというようなこ

とが書いてありました。やっとまじめに先生の言葉を聞いた私は、それを真に受け(笑)、地域作り活

動ばっかり。入ったサークルの顧問の先生は学生時代本多勝一と 一緒に冒険部をやっていて、京

都大学新聞社をたちあげた人で、全世界を飛び回っていてやはり学外の活動ばかり。大学の先生

って、全日制活動家なんだという認識で今日に至っています。(爆)

（会員№32 アイリス）

「竹内の建てる家は倒れそうで心配

だな」

中学校卒業間近の職員室で、嫌い

な英語の先生から言われた言葉で

す。すぐそばにいた担任の数学の先

生と体育の先生がさっと立ち上がっ

て、二人で私のことをフォローしてくれ

たので、心の大きな傷にはならずに済

みました。二人の先生の言葉は忘れて

しまいましたが、素早く対応してくれた

ことがとても嬉しかったです。

（会員№１３０ ヒデさん）

私は小、中、高と先生には恵まれ、教科書以外の

勉強（人生訓）を教えてもらい、それを生かして今に

至っています。

特に、高校で化学を教わった西村先生には感謝

しています。先生は私たち女子４５人に「君たちは将

来母親になる人たちだから、ぜひ環境と安全性を考

えて石鹸を使って洗濯して川や海を汚さないで欲し

い。石油から作る合成洗剤は川に流れていくと、分

解しにくい分子構造になって川や海を汚染するだけ

でなく、手荒れも起こし体に良くないから。」そう言っ

て、有吉佐和子著の「複合汚染」を紹介してくれまし

た。私はそれから洗濯からシャンプー、台所洗剤、

歯磨き粉など全部石鹸を主成分にした物を使って

います。

教科書にない、生き方の勉強をその他の先生に

も教わりました。やはり、伝統ある女子高の先生たち

は将来母になる子どもたちを教えているという志の

高い方が多かったと思います。

（会員№33 Ａｙａ）

№158 うえのさんから伝言

前号の会報で書いた、思

い出せなくなった花の名は

〈サンダーソニア〉だと判

明しました。ありがとうご

ざいました。

前号 “花„に寄せて
みんないろいろな思いの花があって面白かった。

自分は？というと花と名のつくもの 平等に好きで､
1 つにはしぼり切れない。赤いバラの花束はとても
感動して｢若い時っていいなあ｣なんて思い、過去を
振り返ってみたが何も思い当たらない‥残念。
でも甘い想いをよみがえらせてくれたバラの花束

だった。こんな想いにふけっていたら､追い炊き中
のお風呂がアーツ アツでした。

№119 たまちゃんこと 田玉胡江
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最近入会いたしました。№264 ヨッシーで､本

名は松木義信といいます。

今は住宅専門の会社の社長をしています。

都々平さんのお宅を建てさせていただいたの

ですが、お人柄に惹かれて、ふらーっとお尋ねを

して色々なお話をお聞きする中で、普段のストレ

スを解消していました。

以前にも「ま～ゆ」への参加を勧めていただい

たことがありましたが、仕事の多忙を理由にその

ままにしていました。

今回は、56 歳という自分の区切りの年齢と、

｢この地に自分の生きた証､(オーバーでしょう

か）を何か残したい｣なんて考え､参加させていた

だくことにしました。

住まいが東御市の田沢という地籍なんですが、

後ろの山手が荒廃している畑が多く ここに住ん

だのも何かの縁かと考え、昨年から行動を起こし

ました。

500 坪の畑をお借りして「蕎麦」を育てました。

何しろ素人。機械も無く手作業をあえて選びまし

た。大変でしたが生まれて初めて（オーバーか

な？）の喜びを感じました。

今年は何を思ったか、トラクターを購入し、１

ha の畑を借り今はその畑の開墾を進めていると

ころです。

５月から６月にかけて「エンレイ」という種類

と「ナカセンナリ」という種類の大豆を蒔く予定

で、ＪＡさんにはすでに発注しています。

何が出来るのか わくわくと同時に、今年は大

いに失敗しようとい

う気持ちとが交錯し

ている現状です。何か

を起こすというとき

は素敵なもので､「お

手伝い」をしてくださ

る方が出てきてくれ

ます。

今回も地元の土建屋さんが、石の除去にボラン

ティアで協力してくださっています

松木の気まぐれで終わらない覚悟で､これから

も少しずつ畑を増やして行きたいと思っていま

す。

日本の食糧自給率を少しでも上げるために、

「多少でも役立てれば嬉しいかな」なんて、勝手

に考えている毎日です。

最後になりましたが、家族は美人の家内と、か

なりマニアックな一人娘と、一番かわいいシャン

プーという名前のプードルの４人暮らしです。

長野市の出身で 20 年以上銀行勤めを経験して

いる、変わり者です。

趣味はハーレーで、北海道を皮切りに日本を一

周したい。そんな夢を持っていますがいつ実現す

ることやら、家内と娘にはいつもからかわれてい

ます。

これから末永いお付き合いをよろしくお願い

致します。

あああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああ

ニックネーム ナカボーの

中野 宏昭です。

提供できるモノ・コトは

①水泳･ボウリング教えられ

ます ②インターネットのホ

ームページ作り③健康に関

すること(水･空気･栄養等)

④料理得意です

ニックネーム びーちゃんの丸山博子です。

最近、食べ物・エネルギー・お産・暮らし方など、気になって

いることがいろいろあるのですが、自分の感覚を信じ、人にも地

球にも心地良い物を選びながら暮らしていけたらいいなと思っ

ています。

どちらかというと、出不精の私ですが、ま～ゆの行事に参加し

ながら、自分にできることを増やしていきたいです。

提供できるモノ・コトは

①ベビー用品を貸したり譲ったりできます。②ミシンの直線縫

いは得意です。③車の運転(送迎など)できます。

希望するモノ・コトは

①木の家で暮らしたい。②有機・無農薬の野菜やお米が食べた

い。③有機・無農薬農業を教えて欲しい。

どうぞよろしくお願いいたします。



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

－14－

平成 21 年 農作業計画
ごんべえ

今年もいよいよ農の季節がやって来ました。

今年は新しい仲間が増えました。

あまり背伸びをせず地に足をつけて、一歩

一歩自給生活に向かって楽しみながら汗を流

しましょう。食を取り巻く環境は、確実に変

わってきているのです。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

育苗管理

(9日～30日）

田の草取り

（中旬）

田の草取り

（上旬）

落水

（ 1 日）

田起し

(中､下旬）

収穫蔡

（10 日）

春起し

(中旬)

田植え準備

（中旬）

田の草取り

（中旬）

中干し

(中旬）

畔草刈③

（上旬）

田
ん
ぼ

田植え

（31 日）

畔草刈①

(下旬)

畔草刈②

(下旬）

稲刈り脱穀

(下旬）

麦
畑

麦収穫

(下旬）

麦播き

（中旬）

豆
畑

大豆種播き

（１４日）

草取り

(中旬）

草取り

(中旬）

大豆収穫

(下旬）

大豆脱穀

(中旬）

田 植 え の お し ら せ
✲ 日 時 ５月 ３１日（日）

９時から お昼頃まで

✲ 場 所 ま～ゆ田んぼ

✲ 持ち物 お弁当､おやつ､飲み物､

田植えスタイル(天候によっては雨具)

※昨年は育苗に失敗しました。

今年は芽だし苗で再度挑戦しています。 大豆種播きのおしらせ
✲ 日 時 ６月 １４日（日）

９時から お昼頃まで

✲ 場 所 平井寺(大郷)の畑

✲ 持ち物 おやつ､飲み物､)

※ 雨天のときは変更あり。



ま～ゆ通信でお知らせします。

編集後記
このところ ま～ゆの認知度が上がって､

他地区の地域通貨団体から問い合わせやら

｢説明に来てほしい｣といった要請がいくつか

あります。世界的な経済危機の下で地域通貨

に寄せる期待が大きいからでしょうか。

ま～ゆは､8年間 活発な活動を続けており､

昨年来入会される方が目立って増えてきまし

た。どなたも こういう状況下で“価値観の物

差し„を換えた新しい生き方を求めているよ

うな印象を受けます。社会に向かう姿勢が前

向きで､世間に流されないユニークさを そこ

ここに見せてくださいます。子育て世代が多

いのも､私のような年寄りには大変頼もしい

のです。

今号は､このような方に登場していただき､

また前号に続いて｢先生に言われた言葉｣には

多くの(そして気合が入った)投稿をいただき

ました。それぞれ個性があふれて面白く読み

ました。｢会報はみんなで作るものでありた

い｣の理想が着々と実っていく快感を味わっ

ています。 都々平

会場は 寿限無

5 月 26 日(火)

６月 は未 定

’09年度

説明会
5 月28 日(木) 夜7 時から

中央公民館 視聴覚室

必ず出席してください
原料の大豆を栽培するための作業､

｢種まき｣(6 月 1４日)から味噌プ

ロジェクトが始まります。

おいしいま～ゆ味噌のためには､

来年の仕込まで､いくつかの作業

があります。

1年間の計画を立て､チ－ム編成等

の打ち合わせをする 重要な会

です。

６月のま～ゆ市
１０日(水)夜7 時から

中央公民館

７月のま～ゆ市
１０日(金)夜7 時から

中央公民館

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 （検索で地域通貨 ま～ゆ を開いてください）

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

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


