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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



10 周年記念事業チームのスタッフ (順不同) ◎リーダー ○サブリーダー 2011,3,10 現在

１．交流チーム リーダーＴＥＬ ２７－３１８６

◎ケイちゃん かっとまん にゃんこ先生 ミーすけ 都々平 ヒデさん

○のだま キタロー きみちゃん ごんべえ 西ちゃん どんちゃん

アイリス

２．旅行チーム リーダーＴＥＬ ２８－７５３２

◎ヒデさん あきちゃん 貴代子ちゃん ヨシミ きみちゃん お甲

○トットちゃん しゅんてつ 夢子 どんちゃん くらげ ケイちゃん

くりちゃん ひろ坊 黒柳由紀子 仙ちゃん いっしゅう

ノセ

３．十八番チーム リーダーＴＥＬ ３８－８０７７

◎パレちゃん 貴代子ちゃん zuku-zuku みさお なみさん 佐藤節子

○都々平 ぶんちゃん

４．レクリエーションチーム リーダーＴＥＬ ２７－１２３０

◎ミーすけ zuku-zuku ちーちゃん ハット ゴーン 早乙女

○ちゃーこ ヨシミ 篠原隆利 きみちゃん Ｑちゃん 西ちゃん

にゃんこ先生 きよちゃん サイヤン 都々平 くりちゃん

ヒデさん Fuji イチゴ大福 とかちゃん グッド・マン

ジンズー お甲 幸子 トキ どんちゃん

たまちゃん コボル テッちゃん Aya てる坊

あかねちゃん 節ちゃん チャンピン じゅんちゃん あきちゃん

ゆきちゃん ノセ

５．創作チーム リーダーＴＥＬ ８２－２２７３

◎くりちゃん 貴代子ちゃん あきちゃん 西ちゃん トットちゃん まっつん

○きみちゃん なっちゃん にゃんこ先生 ターボ イチマルイチ さわくん

６．統計チーム リーダーＴＥＬ ３６－４７２２

◎かっとまん 辛口 きみちゃん アンヂン ぽち

○きのちゃん

７．歌舞音曲チーム リーダーＴＥＬ ２８－７７２２

◎ごんべえ 仙ちゃん 宮原弘子 おまかせ ハット 西ちゃん

○モグ 都々平 うえのさん ヒロコ トキ 宙蟲

山本通子 テッちゃん

８．食・飲チーム リーダーＴＥＬ ４９－１１２４

◎こずえちゃん ももちゃん あかねちゃん 西ちゃん 民ちゃん くりちゃん

○のんこさん かっこう 都々平 めぐみ ふみちゃん ヒデさん

風間昭子 つゆくさ しゅんてつ テッちゃん ミミターン

neko うえのさん あきちゃん 辛口 ぶんちゃん

にゃんこ先生

９．写真チーム リーダーＴＥＬ ０９０－９８８２－６９４１

◎ヤス くりちゃん きのちゃん

○ヒデさん

１０．寺子屋チーム リーダーＴＥＬ ２８－７５３２

◎にゃんこ先生 コボル きみちゃん しげちゃん ミーすけ ケイちゃん

○テッちゃん 都々平 ノセ

１１．ま～ゆ市チーム リーダーＴＥＬ ４３－２４３４

◎ふかちゃん やまちゃん 温森 あかねちゃん きみちゃん くりちゃん

○あきちゃん びーちゃん ゆきちゃん こつぶ かずちゃん

１２．花火チーム リーダーＴＥＬ ２４－３７１６

◎かっこう あきちゃん ばくちゃん くりちゃん きのちゃん 大耋

○大野満里子 えもしち

１３．エンディングチーム リーダーＴＥＬ ２７－１２３０

◎都々平 ふかちゃん ごんべえ 大野満里子 ミーすけ さわくん

○トットちゃん ターボ たまちゃん にゃんこ先生

－１－



－2－

２月 10 日のま～ゆ市は昼間の開催とあって、お子さん連れのママたちや、夜はち

ょっと出づらくて･･･という方が大勢参加してくださって大盛況でした。

また、10 周年記念事業のチームには 90 人(延べ 165 人)以上の方が、参加を申し出

ていただきました。

みなさんが、こうした出番を待っていられたのが分かり、すご～く心強く思うとと

もに、また楽しくなりそうでワクワクしてます。

ケイちゃん

早くも活動を開始したチームがあります｡

☆ 交流チーム は 1月 13 日、先駆けて基本計画を立てました｡

①“持続可能な地域づくり全国フェスタ„ (仮称)

・開催:来年 2 月 18 日・19 日 ・会場：塩田公民館 は決定

・長野県元気づくり支援金を申請中

・内容は検討中

②先進地視察交流(行き先､期日未定)

☆ レクリエーションチーム は 3月 5 日、ミーティングを開いて下記の計画を立てました｡

①太郎山登山４月２３日(土曜日) 2 回目は独鈷山(期日未定)

(来年に向けて 姨捨山、星糞峠、子壇岳、男神岳、布引山、

保福寺峠 など順次実施する)

②北国街道を歩こう ５月２１日(土) 次回は９月

③ＮＨＫ夏の巡回ラジオ体操を呼ぶ

④ミニ運動会＆ゲーム大会 １０月下旬

仮装ゲーム、障害物競走、パンくい競争、フルーツバスケットなど

☆ 寺子屋チーム は３月８日 花巻づくりを｢プラザ・ゆう｣で開催しました｡⇒
☆ 食 ･飲チーム は 3 月 10 日上田市中央公民館でミーティングを開きました｡

※ 活発な動きが始まっています。今後の活動については順次会報に載せていきます｡

・1 ページにチーム参加者を表にして掲載しました｡

・参加をためらっていた方があるかもしれません｡でも､途中から入ることになんらの障害もありませんから、

気楽にチームリーダーに申し込みましょう｡

・また､新たにチームを立ち上げることも自由です｡



－３－

日本の文化にふれることが出来ました

長野大学客員教授 宗 岩

「先生、繭玉を一緒に作りましょう」と誘われ、「繭玉って何？」

と疑問を持ったまま 1月 10 日に“プラザゆう„ に行きました。

まずは米粉にお湯を入れて練ります。

それは中国の餃子の生地の作り方とほとんど同じなので難しいと

は思いませんでしたが、お湯なので熱かったです。「熱い、熱い、

ゴムベラはありませんか」

と思ったけれど、みんなは

さっさと練り始めて熱い

様子はぜんぜん見えません。「まさか向こうは水？」と

思って、聞きましたが、別なテーブルもお湯でした。

さすがに皆さんはベテランの主婦です。

15 分ぐらい蒸してから繭玉を作りました。蒸した米粉

を、ピンクや黄色、緑色に色づけした後、小さくちぎ

って、繭玉、ウサギ、かぼちゃ、きゅうり、大根などの

形にします。あっという間に作り上げました。白柳の枝につけました。

色とりどりで綺麗です。

今年、日本での正月は、新年らしい雰囲気なんかはぜんぜ

ん感じていなか

ったのでさびし

かったですが、

これを見たら｢ああ

新年だ｣と思いました。

繭玉を食べたら一年間

風邪を引かないと聞きま

したので｢たくさん食べ

ないと」と思いました。ちょうどその前に､胃の

調子があまりよくな

いと医者に言われていま

した。しかし、その日

に繭玉をたくさん食べ

させてもらったおかげ

で、今はもう治りまし

た。

皆さんと繭玉に感

謝しています。

決められた数だけ

取ってね



その日に「先生、29 日に一緒に百人一首を

やりましょう」と誘われました。

「ええ､百人一首？できないの」って言った

ら、みんなは「大丈夫です、初めての方で

もたくさん取れますよ」と言いました。

実は大学院のとき百人一首の内容は授業に

ありました。しかし私は文学が苦手なので

受講しませんでした。でも、日本のテレビ

ドラマでカルタを取る女性の姿を見て格好いいと思いましたし、｢いつか自分でもできたらい

いなあ｣と思ったことがありました。それで、やってみようと思って 29 日に前田さんのお宅

へ伺わせていただきました。

まず、みんながやり方を親切に説明してくださいま

した。和歌の内容はぜんぜん分からないので最初の

五、七、五を無視して次に出てきたひらがなをよく

聞いて取ろうと思っていました。

取れた瞬間すごくうれしかったです。札があまりに

多いので自分の手前のカルタだけ集中して取るつ

もりでした。

でも、みんなに取られることもありました、やっぱ

り自分の手前のカルタを取られたのは一番悔しい

です。

感心したところは読む人はリズムに乗って本当に歌を歌うように読んでいて綺麗で分かりや

すかったですし、和歌をちゃんと覚えていて上の句が出たらすぐ下の句を言い出してその札

を取ったことです。何回も遊びました。

お昼は、一緒にお汁粉をいただいて、午後には折り紙をしました。

中国でも今年はウサギ年です。ウサギ年は春節の 2 月４日からです。娘が来るので一緒に

ウサギを折ろうと思いました。すごく面白かったです。

今、決心しました。大連に帰ったら百人一首を覚えて、次回皆さんをびっくりさせます。

たぶんいつか大連でも百人一首のブームになるかもしれません。そのときには、皆さん一緒

に大連で百人一首をしましょう。

この一年間、本当に「ま～ゆ」の方々に色々とお世話になりました。

皆様のおかげでたくさんのことを体験させていただきました。ここで改めて感謝の意を表し

ます。いつかミステリーツアーで大連へいらしてください。また会える日を楽しみにしてい

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
－4－

別室で､花合わせもしました ↑℡0268-24-5627



「ヒゲジイのま～ゆ紀行」

今回、ま～ゆを訪れて、感動と感心の連続を十二分に心に受け取ることが出来たこと

に、ま～ゆの人たちに感謝します。

名古屋から行く途中､上田インターのひとつ手前で降りてしまい､道に少し迷いました

が､会場に無事に到着することができました。連れ合いの夢子にコケにされましたが。

感心事

前回訪れた時に比べ､会員さんが増えていたことです。そして若い会員さん(20～３０

代)が多いことです。

それぞれの会員さんが､ま～ゆに結びついて増えていることです。

催し物が多く､興味を持って参加できることです。総会の会場でも大変活気があり､すべ

ての人に笑顔があることです。

感動事

総会にて表彰されたことです。突然のことに

大変驚き､嬉しかったです。

「都々平」さん宅にての宴会では､３８度の日本酒と鍋をみなで囲み､

大変いい気持ちで酔うことが出来ました。飲むことが一番。

翌朝は､寝覚めもよく､近隣を９０分ほど気持ちよく散歩し､素敵な上田を

満喫することができました。

名古屋の出来事

１２月４日えんがわフェア(夢子がしている宅老所えんがわを支援する

バザー)テント２張､バザー品の運搬､展示､販売､片付けに大変歳を感

じるようになりました。

１２月３１日・元旦（地元で町内会長､老人会長､ＯＢソフトの監督をして

います）近所の八幡社での豚汁､甘酒の奉納､またこれも歳を感じまし

たが､こちらは酒つきで気力を持つことができて､無事終わりました。

皆様のご活躍をお祈りしています。次回お会いできることを楽しみにし

て終わります。 №281 ヒゲジイ

ま～ゆ会員 自己紹介

名 前
№302ふみさん こと

滝沢文恵
№289 めぐちゃん こと

滝沢めぐみ
№301しゅんてつ こと

飯島俊哲

出身地 上田市丸子 上田市武石 上田市

血液型 Ａ型 Ｏ型 Ａ型

私って

こんな人
真面目な人？ 食いしん坊

保育園を生業にし、寺のお役
目をなす、愚 禿。

好きなもの 石積みの素敵な近所のお宅 穀物
楽しいお酒酌み交わす美味し
い時間。

苦手なもの 苦いもの（経験など） カメムシ 都会の人ごみ

欲しいもの 広い心
素敵な自分のお店を開くため
の能力

自由に旅ができる時間

捨てたいもの 喜怒哀楽の怒
部屋にある捨てたいけど捨て
られない物

どろどろの欲望

もしも生まれ

変われたら
心の広い人間になりたい

風になる 平和な時代のチベット人

私の夢
娘のお店のお手伝い いつか人を幸せにするお店を

持つ！
和がある家族の結果的な繁栄

－５－



－６－

ま～ゆ会員に聞きました

№296 夢子
私の特技は、総会でお見せした南京玉

たま

簾
すだれ

です。「あ、さて、あ、さて、さては南京玉簾、さては南京玉

簾、ちょいと返せば、ちょいと返せば、浦島太郎さの魚釣り、・・・・」

もう２０年ほどになりますが、ＰＴＡ仲間の人が親子劇場と言うグループに入っていて、大道芸の方を

呼んで皆で覚えたそうです。とてもおもしろいから、吉川さんもやってみたらと言われ、触ってみたのが

始まりです。

覚えると嬉しくて、どこでもやりました。失敗もたくさんしました。糸がからんで、あぶら汗ものです。そこ

で、「ちょっと待ってね、ちょっと待っててね、もうちょっと待ってね、ちょっと待ってね」がはじまりました。

練習をして、完璧に出来たと思ったら、会場がシーンとしています。「ちょっと待ってね。」をいれると皆

さんが応援してくれます。そこで、練習をしないで、いつもぶっつけ本番です。

今回ま～ゆまつり でも、やらせていただいて、皆様の暖かいまなざしを感じました。皆さんがのってく

れると嬉しいですね。

衣装は、着物の道行きコートです。頭ははじめ、赤いスカーフを巻いていましたが、名古屋のゆりちゃ

んが素敵な帽子を作ってくれました。それも夏用と冬用とあるんですよ。時々は、道行コートの下にピンク

の半そでＴシャツと黒い前掛けをしています。そして第２部で、道行コートを脱ぎ、帽子をねじり鉢巻に替

えて、雁ぶらソングを歌って踊っています。雁ぶらソングは、夢子が作った雁道商店街応援歌です。万博

やテレビでも、歌って踊りました。

歌いだしは、「雁道ぶらぶら～、雁道ぶらぶら～、雁道ぶらぶら歩いてみたら、何かいいことありそう

な・・・」です。前回のビール市のときに歌ったかもしれませんね。

｢吉川さん、恥ずかしくないの？｣と聞かれることがありますが、恥ずかしさ半分、やりたさ半分ですね｡

楽しいことが大好きですし、何とか雁道商店街を知ってもらいたいと思っていますから。

海外に行くときもたいてい持っていきます。姪が、カナダの人と結婚したのですが、パーティでもやら

せていただきました。ちゃんと英語も入れたんですよ。

玉簾は時々公演依頼があります。えんがわの講演とセットのときもあります。玉簾も何本か持っている

ので、講座で教えることもあります。

もし、覚えたい方があったら、機会があればいつでもお教えします。とても簡単ですよ。

№50 都々平の特技

①写真や絵を加工すること

♢ 集合写真を複数枚撮って｢いい顔｣だけを付け替えます｡ 

♢ ｢それなり…｣を１０歳程 若返らせることも可能です｡ 

♢ また、遠景では撮れない狭い部屋等で 2 枚撮り、その写真

を結合してパノラマにします｡

♢ 古くて傷のある写真の修復も出来ますのでご用命ください

②｢あんこ煮｣が得意です｡ま～ゆのイベントで食されるあんこ

の ほとんどは都々平が煮たものです｡

③｢エコライフ｣の達人を目指しています｡その名も｢ケチケチ

亭都々平｣です｡



私の特技は、整理整頓、収納です。

例えば、決められたダンボールや箱に、

たくさんのモノを詰めること。隙間なくキレイ

に詰めると達成感があります！

あと、単純作業がすごく得意。

会報やチラシを折ったり、はさんだり、組

み込んだり、袋詰めやその他いろいろ！

ま～ゆでも是非使ってください（笑）

№263 あきちゃん

私の特技？ №63 さわくん
むずかしい題名をいただいたものです。何をお答えしたらよいのでしょうか。

①夜､枕に頭をつける。1 分くらいしかたっていないと思うのに､翌朝 7 時 40 分にワープしている。だから､

毎朝1分しか眠った気持ちがしなくていつも眠い。

②道ですれ違った人の似顔絵をかける。ただしすれ違ってから２分以内。それ以上になると次にあったヒトと

混ざってしまう。

③赤ん坊とすぐ友達になれる。眠っている子はだめだけど･･･

④世の中につまらないことや話は多いけれど､つまらなくても面白い

ところがすぐに見つかり､退屈することがない。たとえば今の政界。

党首討論なんかなんとも低次元の発言ばかり･･･ものすごくつまら

ないことばかりやっていると思うけれど､見方を変えるとものすご

くおもしろい。

⑤冷蔵庫内の残り物を使ってトンでもない料理を作る。たいていは

チーズを乗せてグラタンにしてしまうけれど。

⑥気に入ったことばや詩が見つかるとでたらめにメロディーをつけて

歌ってしまう。

－７－

特技 №272 モ グ
これは、ここ数年、トレーニングしてきて、少しず

つ特技になりつつある事です。

それは「考えないこと」

人間、黙っている時でも、頭では何かを勝手に

考えていたりするのが常で、「考えないこと」は

意外と難しいものです。そして、人は常に何かを考

えていると、どんどん自分の勝手なモノサシで

物事を見るようになってしまい、その物事を無意識

のうちに"解釈"して捉えてしまいます。

そこにある対象を、考えずに、自分の主観を通

さずに静かに見つめることで、はじめてその対象

の真実が見えてくるものなんですよね。

そう考えると、人間以外の生物たちが自然をある

がままに受け入れているように見えるのは、思考の

道具である言葉をもっていないからなのかもしれ

ないなぁ、なんて思ってしまいますね。

最近、M・サンデルさんの正義論が話題になりまし

たが、様々な社会的な問題は、お互いの正義を押し付

け合うことで起こっているわけで、一人ひとりが真実

をあるがままに受け入れる事が出来ていれば、多くの

問題は起こらなかったはずです。

これからたくさん出会うであろう様々な岐路で､

より上手な選択をしていくためにもひとりの人間で

ある私の、「考えないこと」トレーニングは続くので

す。

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



№286 のんこさん
私の特技を語るには「仮定法過去完了」の構文が必要です。昔英語の時間に習ったでしょう？遠い

記憶を引っ張り出して少しの間お付き合いください。

「もし～だったなら～だったのに」というあのややっこしい文法です。それを持ち出さなければ決して

語れないのです…。

例えば

もし我が家がお金持ちだったらピアノを習いに行けたのに。

小学校の時フジ子ちゃんっていう女の子がいて、その子は学芸会ではいっつもみんなのヒーロー(正

確にはヒロイン)だったよな。それはひとえにピアノが上手だったから・・・。

例えば

もし泳ぎがうまかったらあの恋は成就していたかもしれないのに。

高校生の時１学年９クラスあって、体育は２クラスずつの男子と女子がそれぞれ合同で授業を受ける

仕組みだった。つまり１、２組の男子はバスケをやり１，２組の女子は水泳というように、男子とプール

をともにすることはなかった。

しかし９組は１，２ ３，４と順番に組んでいく

と余ってしまうから、水泳も９組単独で、男子

と女子がいっしょにプールに入ることになっ

ていた。私は２年９組。あこがれの I 君と同じ

クラス。うれしくって胸が高鳴る毎日だったの

に、やがてその夏はやって来た・・・。

早い話、私には特技はないのです！

BUT BUT だがしかし。

特技がないまま生きてきたけれど、もしあの時ヒーローになっていたら、そしてもしあの時恋が成就し

ていたら、私の人生は全く別のものになっていただろう。ってことは今まで出会った人たちには会えな

かった。愛するダンナ様や娘、大切な友達にも！

う～ん・・・。私には特技な

んてなくて良かった！だっ

て、この登場人物たちのお

蔭でなかなか捨てたもので

もない人生なんだもの（半

分以上負け惜しみだけど

ネ！？）。

仮定法過去完了の話に

お付き合い頂きありがとうご

ざいました。

－８－

№ 76 ぶんちゃん
私の特技は、これといってありません。しいて言えば野山にキノコなど

を取り行ったら、そのほかの物も探すことです。

たとえば目の前にある山野草をみつけ、これは名前はなにかな？と

図鑑を思い出します。次はつるを見つけます。これは、リースにぴったり

と巻きついたつるをとります。次は、木の実を探します。松かさや、カラ

マツの実、ツルウメモドキ、などです。また、枯れたとっこや、形のいい

石があると、これは山野草を植えるのにぴったしと次々とイメージが浮

かびます。ドングリの実や、カエデの実も播くと幼木が出て、寄せ植えの

材料になります。山葡萄の皮、シラカバの皮、モス(ドライフラワーの材

料)やコケもリースの材料になります。

一緒に山菜取りに行っているサイヤンとは、私が寄り道をしているの

で離れてしまって、方向音痴の私は困ることがあります。

また、秋には、ワラビの枯れた殻や、山ウドの大木を見つけて場所を

覚えていて、翌年の春にまた採りに行きます。

里山歩きは森林浴もでき一石三鳥位になりとても楽しいです。



－９－

「埃を被っていた物に再び光が」

建築よろず屋のヒデさん

春日部の叔父が所有していた青木の家が昨年の 12 月に譲渡されました。そのままにし

ておくと母家と土蔵の中にある物がゴミになってしまうと思い、譲渡される前の 11 月 29

日に「アンティークが好きな方へ」という件名で「お宝（？）をほしい方に差し上げます」

といった内容のメールを配信したところ、たくさんの方から反応があり、翌 30 日に現地

へお越し頂きました。ゴミとして処分されてしまうのは悲しいので、みなさんにもう一度

使って頂けることに感謝しています。本当にありがとうございました。

そのときの面白いメールのやり取りの一部を再録します。

名古屋の夢子さん：

夢子は、雁道商店街でレ

トロ館を作りたいと思ってい

て、写真を拝見して、欲しい

ものばかりです。特に、テレ

ビと引き出しのカギが黒いタンスがほしいです。他

にも、昭和の時代を思わせる品があれば欲しいで

す。ごんべえさんが欲しがっている麻雀台と交換

できませんか。

ごんべえさん：

夢子さま。ヒデさんの叔父さんの家の土蔵にお

宝があります。黒い金具の桐の箪笥などです。こ

れから行って良さそうな物を私が預かっておきま

す。

ごんべえさん：

夢子さま。ヒデさんのと

ころへ行ってきました。あ

りましたよ、ありましたよ。

昭和 30 年代後半と思わ

れる電気冷蔵庫、手絞り

機のある洗濯機、炊飯器、

象印魔法ビン。勿論箪笥

とテレビも持って来ました。レトロ館オープンに合

わせて名古屋までおんぼろ軽トラで運びますよ。

勿論帰りに例の麻雀卓積んできますよ。

名古屋の夢子さん：

とても嬉しいです！ずっと、雁道商店街に関わ

るようになってから、願っていたのです。雁道商店

街には、目玉が何もないのです。お年寄りが、昔

懐かしい雁道に雁ぶら（銀ぶらのように雁ぶらを

すること）にきてくれたらいいなあ、レトロ館を

作って、そこで記念写真が撮れるようになった

らいいなぁと。特に、九州の昭和村に行ったと

き、ぜひ雁道にもと思ったのです。ヒゲジイは、

どこにしまうんだと言っていますが。もう夢が膨

らんで、はじけそうです。ありが

とうございます。

ヒデさん：

昭和30年代の「三

種の神器」であるテレ

ビ、洗濯機、冷蔵庫

が揃ってあったのが

よかったです。これら

は、ごんべえさんが

名古屋まで運んでく

れるそうです。夢子さ

んのレトロ館がオー

プンしたら、私も名古

屋まで見に行きたい

と思います。その日

が楽しみです。

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



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

－10－

№278サイヤン こと 斎藤隆文 さん

サイヤンの趣味は何ですか？とお聞きすると、

｢何かな？｣と考え込む不思議な方でした。

野菜作り
冬場の起床は５時３０分。夏は４時から５時までには

起きるそうです。３０年ほど前に畑を始めた時は７０坪ほ

どの耕作地でしたが、遊休地が増えていき、今では １４

０坪になっているそうです。

年間で約４０種類の野菜を作るので、早起きして、草

取りをしなければならず、これが一番大変な仕事になる、

と話されました。

上田菜園クラブに参加して、山宮先生(野菜作りの

先生)の教えのもと、「畑を７つに区切り、連作にならない

ように野菜作りをし、年の始めに『この区画は何の種を

蒔こう』と、パソコンで計画を立ててしまうので、草取り以

外は楽ですよ」と言われました。

低農薬での有機栽

培を目指し、肥料はぼ

かしを作って使い、魚

粉や骨粉を入れたぼか

しも作って、それぞれの

野菜に合った肥料にし

ているそうです。卵の殻

を １ヶ月ためて、細かく

つぶし、骨粉の代わりに

使うこともあるとか。

時々ま～ゆ市に野菜

を持ってきてくれるサイヤンとぶんち

ゃんです。

自治会長の仕事
今は２期目の富士見台の自治会長を務めていま

す。昨年は神科地区の連合会長も兼ねていたので、

年間２００回を越える会議があったとか。

毎年ぶんちゃんと楽しむ旅行にも行けなかったと

話されました。

今年は連合会長を降りて自治会長だけの仕事に

なったので、「少しは余裕ができてま～ゆにも顔を

出せるかな」とうれしいことを言われました。

昨年、自治会で作成された「御用聞きサービス」が

動き出すそうです。これは、高齢者や身体障害の

方々の日常生活の困りごとなどを、隣近所で助け合

って行こう、という画期的なシステムだそうです。

何があるか分からないので、自治会長は家を空けるこ

とができないことが、一番大変だと話されました。

この自治会は新しい人の集まりなので、伝統行事が

無く、いろいろ行事を作りましたが、多くなりすぎて大変

になっているとか。

富士見台のボランティアでは｢緑の仲間｣に参加

して、団地内の樹木や花壇の手入れをしています。

サイヤンは他の人が苦手とする、木に登ってする剪

定を、受け持っているそうです。

シニア大学で
自治会長の仕事の合間を縫って、シニア大学に２年

間通い、この２月に卒業されました。クラブ活動はグラウ

ンドゴルフ部に加入して、ニュースポーツを楽しんでい

ます。長野県はマレットゴルフが盛んですが、他県では

グラウンドゴルフの方を楽しむ人が多く、全国大会まで

あるそうです。

山に親しむ
学生の頃から山歩きが好きでした。危険な岩登りや冬

山には行きませんでしたが、ワンダーフォーゲル部より

は本格的に登山をしたそうです。

｢富士山を除いて殆どの高い全国の山を登りましたよ｣

と言われるので「なぜ富士山には登らなかったのです

か?」と お聞きすると｢富士山はいつでも登れると思った

から｣だそうです。

今は、シニア大の仲間で作っていた里山歩きの会に

参加しているとのこと。春と秋はぶんちゃんと山菜採りに

出かけて収穫を楽しんでいます。月に１回から２回、１時

間半ほどかけて砥石城から米山城、更には本城～枡形

城まで歩いてしまうとか。

スポーツジムに週２回から３回通い、水曜日はヨガの

コースに参加し、時にはプールの中を歩いてトレーニン

グをするそうです。

家で
野沢菜やタクアンは自分で作った野菜で、サイヤンが

漬けるそうです。おいしい減塩の漬物が食べたいことと、

学生の頃、総菜屋さんでアルバイトをしたことで台所仕

事が好きになったのだろうと話されました。

眠るのはいつも１１時過ぎで、テレビはクイズや旅番

組が好きだそうです。

「何か苦手なものはありますか」と伺うと「何かあるか

な」と考え込み「苦手を作らないようにしています」という

答えでした。

日常の忙しい中で、これほどいろいろなことをやって

のけるサイヤンに驚かされました。生活すること全部が

趣味なのですね。

ミーすけ記



－11－

エコ生活も命がけ №2 ごんべえ

昨年から薪ストーブを入れ、快適な冬を過ごして

います。燃料のクヌギやナラは地元の仲間数人と、

裏山から切り出し、今年もその作業を終えたところで

した。

山と畑の境にエノミの樹齢数十年と思われる大木

が何本かあり、「邪魔になるから」と頼まれ「ほいき

た」と、切り倒しに掛かったのです。木なり(重心方向）

に倒すと畑に掛かってしまうため、ワイヤーで釣って

横に倒すことにしました。チェンソーで切り込み(倒す

方向をコントロールするため くさび状に切り取る)を

入れ、切り倒しました。1 トン近くはあろう大木が地響

きを立ててズズ―ンと横転しました。と次の瞬間、想定外の事態が発生し

たのです。いったん倒れた大木がワイヤーに釣られ、振り子の様に根元か

ら後ろへ リバウンドして来たのです。ある程度の跳ね上がりは想定し逃げ

られるのですが、まさか後ろへまで来るとは･･･。一瞬の事ですので何が起

きたのか分からず、混乱している内に右足先に激しい痛みを感じ、我に返ったのです。

この程度の怪我で済んだのはむしろ不幸中の幸いでした。生まれて初めての 3 週間の入院も

貴重な経験でした。“知りたくば患って見よ„ を実感しました。

ご心配頂きましたま～ゆの皆様方、本当にありがとうございました。順調に回復していますので、

田んぼも畑も大丈夫です。さー春がやってきていますぞ。

～環境先進国スウェーデンから学ぶ、上田の自然エネルギー移行へのヒント～

高見幸子講演会
ナチュラルステップジャパン代表

『ミツバチの羽音と地球の回転』スウェーデンロケコーディネーター

環境先進国スウェーデンでは脱石油脱原発を決め、具体的な政策を進めています。

原発依存の割合が高かったスウェーデンがなぜそれを選択できたのか。

昨年 12 月に上田でも上映会が開かれたドキュメンタリー映画『ミツバチの羽音と地球の回転』

の中で、カギは政策と共に市民による地域づくりであると描かれていました。

高見幸子さんは持続可能な社会を作る４つのルールを提案するナチュラルステップジャパンの

代表でもあり、この『ミツバチの羽音と地球の回転』のスウェーデンロケのコーディネイターで

もあります。

この映画上映会の後上田でも地域で自然エネルギーを進めようという気運が高まっています。

県の自然エネルギープロジェクトも始まろうとしています。

このタイミングでの講演会にぜひご参加ください。

前半は講演、後半は質疑応答で上田でエネルギーシフトにつながるヒントをいただきましょう。

 日 時：３月27 日（日）13 時半～16 時

 会 場：上田市中央公民館 ３ 階 大会議室

 参加費：５ ０ ０ 円

 予約:rokkasyo_ueda@yahoo.co.jp 080-5146-9937(フジカワ)

＊ 資料作成のためできれば予約してください。

託児あり：無料 一歳半以上 要予約（３ 月 24日まで）

主催：六ケ所会議 in うえだ
（上田市わがまち魅力アップ応援事業）

関連講演会



“温かいま～ゆ„ から“熱いま～ゆ„ へ

ことしの冬は ことのほか厳し～い寒さでした｡世間の風も冷たくて凍えそうです｡

ところが、“蚕都くらぶ･ま～ゆ„は｢いま燃えています！｣

10 年前、地域通貨は一大ブームとなって日本中に広がり、ま～ゆが産声を上げて健

やかに育ちました｡

そして今､新たな波動が起きています｡

｢今年は 10 周年､何かやりたいね｣から“10 周年記念事業„の構想が生まれました｡

そして､全員がかかわって楽しめる企画を立てようとの趣旨から､13 のチームが結成され､一部はすで

に活動を始めています｡

これまでのま～ゆは“温もりのあるつながり„を築いてきました｡これからは それに加えて躍動感あふ

れた“熱いま～ゆ„が展開されていくことを､会報を編集していて強く感じます｡ 都々平

今号に載っているニックネームが大変多いので､下記の本名が分かる表で照合してください｡

ニックネーム №. 氏 名 ニックネーム №. 氏 名 ニックネーム №. 氏 名

アイリス 32 古田睦美 ごんべえ 2 中島邦夫 温森（ぬくもり） 295 斎藤八重子

あかねちゃん 224 茶木あかね サイヤン 278 斎藤隆文 neko 290 金子恵子

あきちゃん 263 中村亜季 早乙女 138 大久保裕 ノセ 308 一之瀬輝雄

Aya 33 我孫子文子 さわくん 63 杉山洋子 のだま 226 藤川まゆみ

アンヂン 100 安井幸次 しげちゃん 73 松木重男 のんこさん 286 入谷徳子

イチゴ大福 270 中野宏昭 じゅんちゃん 159 宮坂潤子 ばくちゃん 45 永井克己

イチマルイチ 101 長谷川貢 しゅんてつ 301 飯島俊哲 ハット 262 中村光

いっしゅう 64 城下一秀 ジンズー 287 金子弘美 パレちゃん 82 堀内稔

うえのさん 158 上野博子 Zuku-zuku 258 斉藤千恵 びーちゃん 268 丸山博子

えもしち 266 中村陽子 節ちゃん 154 竹内節子 ヒゲジイ 281 吉川清

お甲 197 杉崎友子 仙ちゃん 241 仙田しげる ヒデさん 130 竹内秀夫

おまかせ 202 倉島やよい 宙蟲(そらむし) 265 野原未知 ヒロコ 273 小暮寛子

かずちゃん 293 木藤和美 ターボ 89 平賀妙子 ひろ坊 53 柴田博

かっこう 204 古川幸子 大耋（だいてつ) 103 大野里司 ふかちゃん 183 金井深

かっとまん 147 河野孝志 たまちゃん 119 田玉胡江 Fuji 75 藤倉佑子

辛口 114 宮崎省吾 民ちゃん 232 田玉民子 ふみちゃん 302 滝沢文恵

キタロー 6 田中敏夫 ちーちゃん 284 中山千明 ぶんちゃん 76 斎藤文子

きのちゃん 139 木下剛志 ちゃーこ 148 河野三枝 ぽち 299 秋山貴功

きみちゃん 25 西沢公子 チャンピン 294 金子昌平 まっつん 277 松尾昌彦

Ｑちゃん 305 高橋幸枝 つゆくさ 215 山内春美 ミーすけ 55 前田美枝子

貴代子ちゃん 234 柳沢貴代 テッちゃん 304 川上哲 みさお 129 竹内みさお

きよちゃん 80 山岸きよ子 てる坊 54 柴田照子 ミミターン 34 小林紀子

グッド・マン 90 橋詰善男 とかちゃん 167 戸叶弘 めぐみ 289 滝沢めぐみ

くらげ 267 水沢ゆう子 トキ 104 鴇沢皓一 モグ 272 小暮慎一

くりちゃん 201 栗林光江 トットちゃん 71 丸山恵子 ももちゃん 253 飯島桃代

ケイちゃん 1 安井啓子 都々平 50 前田光俊 ヤス 229 直井保彦

ゴーン 151 西沢逸郎 どんちゃん 231 中村みのり やまちゃん 271 安藤由香里

こずえちゃん 298 浜田こずえ なみさん 187 並木ふみ 幸子 29 三井幸子

こつぶ 306 相澤景子 なっちゃん 285 松尾菜土 ゆきちゃん 252 松永幸江

コボル 127 中村良子 西ちゃん 9 西澤修 夢子 296 吉川冨士子

にゃんこ先生 136 竹内紀子 ヨシミ 135 山口好美
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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

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



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 (０２６８) 27-1230

ホームページ http://zuku.umic.jp/hp/ma-yu/

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113-1

℡&Fax 26-2679

ま～ゆ味噌作り ４月 10日(日) 午後 1 時 30 分～

3 月 22 日(準備)から始まります

23 日は豆煮

24 日～26 日は仕込み

開始時刻はいずれも午後 1 時から

27 日(後片付け)は 朝 9 時から

新年度の

参加者募集は

４月のま～ゆ市で

大豆の栽培から参加して いただきます

秋秋和和菜菜園園ススタターートト
４月 ３日 (日 ) 畑へ８時 30 分集合

いよいよ今年の菜園が始まります。

身支度をしっかり、がんばりましょう。
※ 作業は、牡蠣

か き

殻
がら

・堆肥など散らして、

かじやさんがトラクターをかけます。

レクリエーションチーム主催

太太郎郎山山登登山山４月 23 日(土) 裏参道コースで登ります。

■ 目 的 ミスミソウを見よう。春の花を探そう。木の芽吹を観察しよう。

■ 集合場所 車を乗り合わせて行きます。下記のどちらかに集合してください｡

寿限無 午前 ９時

ツルヤ山口店 駐車場 ９時３０分

■ 持ち物 弁当、飲み物、おやつなど

■ 参加費 １００円(保険料)

■ 申込先 じゅんちゃんこと宮坂潤子 ２4-３９９５

(電話で申し込んでください)

■ 申込期限 ４月１０日

(※ 靴はスニーカーよりはトレッキングシューズをお勧めします)

会場は☀ 晴れたら 図書館横の公園

☂ 雨が降ったら公民館で｢花より団子｣


