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間際寿子需五十議堂持トンポ母塁へ
dデ守

告s18詰〈火〉金銭 5)えが議wか品、五十轄で室入金韓し告人で霞諮体重義

義母寒需で?手蓄量き和議室工議dを晃学し f堂ケ谷トンボ的翠jを散饗して来

ましたむ

窪捨体的輩記乗鞍換え?手襲撃書事器鑑工場jへ。替なが各都玉議でi卒、ふん

だんに本討議れそ都中で轄鑑母露軽量宅購さ説、女性二人が喜華麗み母きつい襲

撃警で一枚一設す寧に議記事霊量的弾薬をしていました岳揺撃をかせ求額ち悲した

鏡、離をかせ乾難していました。暑さ、軍事さ、霊童く、きつい襲勢での作襲諒

大菱電社事だと感どました品

その譲、香事事ミ善方麗へ。番事事寺o軽E審議か告道幸喜分護霊上って行くと

f堂ケ各トン zきさの竪j のj二識が菟えてきましたくここめ説轄諒ガ-1t:'ブック

的文を譲んでさもつ暑く昼轄の時襲撃だった為か護基金ながち多くのトンボを

晃ること誌出来ませんでしたが、 w罷岱諒しい空気iこホッとしました。離そ}

護室、襲撃-f蔀とん寵jが私?とちの近く Sこ襲を昆せてくれ、議署重撃しいE告で事史

的語れ告蕗とさせてくれた一時でした。

その蓄量誌、五ケ購出身的諮さんお襲舟で墨金をいただき、揺さん母お鶴め

ント号越号、主主宅におとやまをし、し認しの話し合いを持ち、鱒擁立毒患

きました。
..M 

詣メレ量子み(λ申ふ曹んレぜん 畠せ おこな

1号年iこよ地時涯で患黙ウォ、ジチンヴ「トンポと遭;まうjを持ったところナニワトンボ
なんげんいま子宮曹ちょう し

がみつか守、ナニワトンボ母欝騒が五十鰭寝室まで母ずることとなL)ました。こおことiこよりE警
官h志ん輩ょう酷ぐ かみいけし砂告へん ま子ん吉っかい i皆吉 けっかおお しゆるい かく1;:ん

無5震壊に憲5まれたよ播j寵遣でな〉トン京蓄量繋金者嚢ねた結集、事く苦〉嘩襲義母トンボが議室霊Eされ、
てんじんしようがつこう いか宮吾容ゅうがっzう たいへん吉野 いけじようぷ 章惨号こ号でん っくは指し

支持小学技や五十韓中学技;こも丈饗近いことか号、地上罷お韓親患にゼオトーブを選~寵

走者認して曹ました。札て革島謀議5霊iこid議長議議で違憲事拭いたすこ輩、

トン訳語母議議と詰った時です。〈轟葦iこ思議議す星誕る議議で議議〉しかし、謡岳議選謡、

喜重でも奉ったのです。主議議語義的で、議議号室ゃ議議議iこ謀議した事どもたち4こ
しょ〈宰い かつど? ~つどう

鑑識詰ど賠訴事ンディア謡監をしていただ曹ました。そ())ボランティア謡童書をしていただい
がたがたちゅ号レん へいせい おん がつ にぢ どうがた ζ 骨い 世っせい 禽

た方々がと主主世、王手鏡13年?賠 1 こ r~量ケ主主トン京語重量j を麓皇室されましたa そø語、
骨みいけ 鉱"珍うこうじかんもJょう すれりくみ畠Ll卦ん暗いしゃ がい く吉会¥》

上地母著書鐘工事も艶7し、zjく鞄韓合罷{事審・トンボ的主主(J)メンバーに重要指斡ど命軍事ンティ

ァ華麗をしてい主だいて寄り牽す@芸議議で端、こ母トンボ議議輩出翠かにも海洋し記事議
むよくぶつかん吉つ主N..¥ tsくし妙うかつと弓

したジ鑓鵜警霊襲金主主ど語学寵菜室霊主審したりしていますe



行ってみたアメワカメインカナダ

今都立、 8)-j 26 13から、夫め罷欝学会出鰭iこ需持して、?メヲカメインを境努初こ、

是非ー震試行ってみたいと恵、っていたカナダ立行ってきた。

8足2613、実家の父C患の手鏡、患いがけない離の手婿の経過良喜子を見蕗号、中盤

襲擦空識からあわただしく飛び立つたとき辻、ぐったり護れていた。日時艶にわたる飛行

畿の長議も、エコノミークラス詰アルコール類も験麗もすべて脊料というノースウエス

空のサーゼスめ惑さに、記きている楽しみもなくずっとうとうとしていた。デトロイトで、高

人差し指の指紋と写真をとられるというアメリカの入罷審査を経て、トランジット 10時艶

のため、すぐ絵はがきを畏い家藤に書く。デト口イトかち言的地のメイン鰐パンゴール空

議へ誌 50人乗りの小さい飛行壊で。空港iこ着いたの法、現地時露出毘探喪だったが、

学会のスタッフ〈大学説生〉が適えに来てくれていた。車速その車で学会讃関中ずっと薄

在するオロノにあるメイン大学のホテルヘ霊行。大学者sr告オl::iノi立、護持;こ罷まれた需の
ヲル..，;;'

次の131立、 6持iこiま起きて軽食〈ベーグル、コーと一、ジょース、薬物〉をと号、 7持

問分の趨えお牽で、メイン大学へ。今留め主罷鋸藍住者詰ライス教護。設の奥さんと誌

4年議ルーマニアの学会で、よく話した持で、今題も会えるのを楽しみiこしていた。カナ

ダ、のルシーんと法 3昌吉で、患わず抱き合った。愛援大学で薄士号を取ったパキスタン

人アフザル教授〈私の5本語の教え子〉法カナダから棄さん{カウサルさん〉を持い参

棄さんとi立初対運言だったが、すぐうち解ぜた。アメワカ子ネシーから重量揺のナンシ-

i立競が名古患で英語を教えていたとか。東雲高較の交換藩学生をホームステイで預かっ

たことがあ号、その女性母、今i立東京で通訳をしていて、嬢の結婚式iこも参揺してくれた

とか。愛援?こiまその鰻で行ったことがあるという。松山域も、今治思タオル博物童書も言され

たという、まさに雑誌家。世界誌揮と狭いことか。夫たちが、学会の鶴、いつものごとく

需持者コースで、容81立デイバッ夕、などで有名な LL'Beans o大、ンョッぜング暴言へ連れて

ってもちった。 時持者法 s人〈アメジカ 3入、カナダ l入、カナダ在アルゼンチン:人、

カナダ在パキスタン i入、ノルウェ-1入、記本 i入)+1識のニコラス〈ノルウェー〉で

共通語詰英語。私辻、カウサルさんとー鰭託行襲きしたo 10時土手顎ついたが、あと辻患

iこ過ごし、 3時学に註車場集合とのことO 私たち二入試島ま号、ンョッtfングに詩興味がな

いので、持て余したが、昼食!こ地元の料謹〈シーフードめま求扶コロッケ}を食べ?ながら、

iンっくち話すことができた。 カウサルさん辻、大学生の殺と高教生む息子の二人の子換を

もち、鰻はアフサノしさんお大学で英語を専攻しているとおこと。鎮i立、劫い時代を過ごし

経本の生活を壌かしく患っているそうで、持とかチャンスを見つけて塁本へ再び行き

いと言っているとかc現在一家法カナダ麗籍をとっているので、 AI.:士お募集要墳を欝ベて

教えてあぜることえ立った。 3時半;こ監車場iこ集合したとき、翼い物好i君主グループ詰翼

手!こ一郭お薄斡を抱えていたむ夕食誌、学会会場位大学で夫たちと一緒むとる。アルコ

ーノ対立一関えよし。

二百謡誌、参訴審全桑むツアー。事時iこ大学iこ集合して、需持者も含めてキャンパス

ツアーへcメイン大学誌本壁材轄を捜った訪議システム会議案コンペティ、ンεンで鐘勝し、



教捜かち多額の予算が出ているとか。その宣告ピヂオ詰戦襲、ンーンか色絵まるショッキン

グなものだったが内外撲の私立辻内容法理解できえよいo 10時嘆大型パス立乗ち込み、メ

イン剤の名勝地 BarHarborへO 避暑地として有名で、多くの観党客が集まっている。

い、議に{奇襲もの忍ットや護活。 AcadiaN説。nalPark Iま窃ち立った輩、打ちつする荒浪、蔀

い岩のごろごろ畠る準語、長く続く砂誤、 C誠illac出かちの繋購らしい韓め、海iこ若手かぶ

島々。詣濯でサンドイツチを主主ベた。ライス教護夫人が患でできたというブチトマトをみん

なと震ってくれた。甘くておいしい。帯、浜母方へ行く人と分かれて、私たち鰐人か;ま l持

関くらいかぜて Gorh翻 rlH::登る。ノルウェーの若い母モニカ出実立たくましい。ニコラ

スを揖えて頭上まで登る。登った人全員で記;念写真を擁る。浜辺の方へ仔った人の中で、

イタリアの 2人が海で、誇くいだとか。夕食iまこのあたちで一番脊名な料理主主ブスターに、ム

ール具。アフザJl.rdん5主義と興じテーブルになる。護議アフザノレさん誌、一家で 10年ぷ

ちにパキスタン!こ揮っていたとか。ドパイなども捺行したちしい。私たちが、学会後カナダ

のケベックへ行くことを話すと、是非農分の家へ寄って行ってくれと言う。牽でここから 3

特需め需とのこと申今語法仕事で来ているので、予定を勝手に変えられないためお控訴ちし

たが、次詔必ず構うことを約束する。認本の大学で学んだ人が、、海外で語麗しているの

を見るのi立本当iこうれしい。今後の更なる活鐘を難持したい。お互いの研究や入替交流

のため!と将来強力なコネクションができるといいと患うc

三長呂、韓持者グループ辻、 Rockland"の葉衛館や古いアメヲカの家の見学。美箭鑓は

19設紀のアメヲカの重要家のコレク、ンョンで、特iこ興味詰沸かないが、吉い家誌、 19埜紀

当時の成員お生活がうかがえて覇岳かったc吉いミシンやどのように鑓思したか語、韓もつ

かない子供の寵器を爵に挟んだ三人がぜのトイレ、メイドや運転手の部麗、ぜアノオルガ

ンなども興味諜Po鉢搭が小きかったのか、ベッドも、家具も、衣装もこぢんまちしてい

る。全員畳i立嵩じレストランで食べた出典霊能なアメザカの畳食、チキンかどーフおサン

ドイツチiこフライドポテト。ポテトの量の持と多いことか。夕食培、大学でc ノレ、ンール詰ご

主人はカナダ、ケベックおラパル大学の教護イヴ、さんc フランス系;カナダ人の二人が、議

って私たちのテーブんに来てくれた。ルシールが 67麓だと言うことは、美鶴鎮のシニア

繋引で知ったが、ご主人iま若=子年rか。離身の体つきのイヴ、さん培、いつもダンディーで、

おしゃれcカナダの定年立ついて開いてみたが、決まって{まいないとか。普通法的とか、

65とかでワタイアする人が多いが、自分培、就職が遅かったので、まだやめないと言う。

二人法フランス系訟ので、 5年額パンクーパーで生活したとき拡大変だったとか。ノレシー

ル法テレぜで英語を覚えたという。イヴ、という名麓i立フランスで誌、男女とも;こあるの足、

パンクーパーでiま女の名麓だと言われたそうだ。号塁後詰彼缶詰、ケベック指までマイカー

で5時罷jえよかけて嬬るとのことで、飛行磯で綾地を訪れる私たちを、 9jj 1 毘事~1O持

!こホテルまで違えに来てくれるということだった。

学会最終毘培、夫の発表設。持伴者粧の予定詰持も入っていなかったが、ルシール;こ

誘われて符離をともiこすることにした。実詰私の場合、パンゴール空議へ着いた時諜戒で、

覆せたスーツケースをよく礎かめずむ受け取ったのだが、後でよく克た岳、キヤジーの部

分iま晃事;こ壊れ、本体iこも亀裂が大きく入っていたのだ。これで培、次の予窓地まで仔

l:rない。と事あえずスーツケースを手立入れなぜれiまならないc そのことを、世話役の大

学説生レベッ1，nこ話すと、持とか時轄を覇いて、襲いに連れて行ってくれると言うc ナン



シーがスーツケースの半額セール窃Z広告を晃つけ、教えてくれた。結題、弛め人と一緒

iこ出かけ、惑が鰭くまでお、数時欝を轄の晃学iこ費やし、患が罷く饗に私一人レベッカ

にそ-)J，.<の惑に連れて行っても邑った。おかげで 280ドノしのいい鞄が、半額で手!こ入っ

た。その後、地の人たちが先に仔っている市員の森へ行き、意書が一語生えている墨轄

のような重量地替の板の選を急ぎ患で追いつく。夕方詰大学で学会最鰐震のお顕れパーテ

ィー。ルーマニアや中富でお学会と試金く違い、大きなどザバイが 3謹類iこどーノレ・ワイ

ンのそれだ号。これがまさ立アメザカなおか。それでも、よく食べ、よく欽み、間れをf脅し
んだ。

31日誌、額 7時半iこホテルを出てパンゴール空港へO ノースウエスト紘空にスーツケ

ースのクレームを申し出たが、 2尋時間以内iこ言ってこな母れば受け付11ないとのことo

E本人としては、素寵iこルー)ytこ従う。すぐ欝べなかったの!主権か!こ悪い。

パンゴールかちトロントへ、トロントかちケベック市へ泣侍と 19人乗ちの飛行機。キャピ

ンアテンダント;まいなくて、説操離土が緊急時お説嬰をする。知論軟み物のサーぜス誌な

し。ところで、アメジカ・カナダの空港で誌、トイレ;土、岳動洗浄式が多かった。捻った

手を拭く紙も、手をかざすと、必要分だけ季語が出てくるところが多かった。器本で最近増

えている霞豊富洗帯式トイレに疑関を感じていたのだが、ここでもお鯖升なトイレが多くて驚

いた。トイレといえ誌、必ずドアの下の部分が大きく空いていて、ドアの器震構も 1センチ

近く空いているが、これ出レイブ対築のようだ。ケベックのホテルへ辻タクシーでー簿 30

カナダドル。クラシックないいホテルだが、エレベーターのないめが難。告分で三踏まで、

スーツケースを持って上ちなけれ誌なちないが、毒事。霊法嚢購らしい。早速蕎物を聾いて、

轄の諜葉へ。 3-0ッパ式の建物の中に、シャトーフロントナック〈ホテル〉がそびえ立

つ。主主費三のある下寄の路地立法、癌が並んでいて、人通ちも多い。セントローレンスJlI沿

い;こシタデ、ル〈要塞〉まで続く板張与のテラスi立、敷歩;こ最適。表示も耳iこする言葉もフ

ランス語で、私たち;ととって誌、持だか嬢かしい。ずっとさおき競母、ホテル近くにあるケ

ベック蛸議事堂まで喪ってくる邑ホテルの畿のグラン臨ダレ連加立、需報にオープンテラ

スが並び、パワを患わせるc 夕食詰私たちもタトで、行き交う人を臨めながちとなった。

9豆l話法、轄竿くかち道路揚繰の寧の音がする。読の選i立、普設iま碍錯駐車否?なの

だ、が、この言法善寺需を罷って禁止。荷故?と患っていたが、適え;こ来てくれたイヴさん夫

妻の話で了解する。 i選鵠蔀?こケベック7替の女性市長が知識で急死したとのこと。設女

辻、勇ましい員室言、とても心鍾しい人で人気があったという。この還与を鰭が通るらしいc

半旗も縄ぜられていた。まずラパル大学を案舟してもらう。棄毒雪与しい大学。$々とした

ンパス誌、堂々とした建物が美しい。中の設構もげたタトれ己実留しこのような棄需警

告しい設講を持った大学法話本廷はないとのこと。その分野時カナダにおける重点大学と

いうことで、設欝だけで 8穣{内}、建物だぜで 24鰭という予算が下ちているということ

だった。私が一番驚いたの培、すべてが整理整頓されていて繋しいことと、どの醗究室も

ドア!こ大きな透暁ガラスが詰められていたことで、後者詰セクハラ対驚かと患われた。ご

みの分躍もしっかちなされているようだった。轄品、額;の葬犠で譲雑するので、車で諸外

へ連れて行ってくれた。この車1;t， )vシーんので、アメヲカ襲。イヴさんが言うに誌、喜

本車iまとてもいいが高いとのこと。ノレンールが、イヴ試金持ちえよCで、告本主撃のマツダ;こ

乗っているが、私i立品、金がない停でアメヲカ車だと~\う。高いお託、アメワカ@カナダで

問、



宮本車が多く晃られたのは、性能とアフターサーピスの長さが理龍だろうか。お昼を軽く

と号、ピーノレを童文む。運転のイヴさんも鉄む。アメザカのアルコールへの離しさに比べ、

カナダ辻議鎖が緩いのか。サンタンヌ・ド・ 3ffーブレ大聖堂辻、塑母マザアの母アンヌを

まつってお号、難破した護舎の乗組員がアンヌiこ軒ったら奇襲事的に露きかったことか告、麗藤、

現場近く;こ建てちれたとのこと。天井のモザイク、お析ちC構子の木欝与、ステンドグラ

スすべてボランティア;こよる手作ちとのこと、世界中から特に体の不告患な人が、奇襲撃を

求めてやってくるとL吟。投立法、鰭わえよくなった松葉杖がいくつもかけてあった。 7震

結婚式の最中で指輪交換出光景を晃た。この教会で結婚式を挙げることができる丹は、

椙当出金持ちとのこと。千ヴさんく、 2.3年後t:.1立腐れるだろうと。カナダで辻、襲撃場

要事詰 50%誌上だとか。岳分たちのよう立鰐十年も連れ諮った夫婦詰珍しいという。次iこ

訪れたの品、落差がナイアガラの 1・5告のおmもあるというそンモラシーの掩。{苛吉設

もある犠設をと号、議の真上!こ掛かっている吊ち轄を護る。追方議春、。雪解けの 5思顎

骨法、もっと造力が増すとのこと。ダウンタウン!こ震ってぷちぷち歩く。野外舞合で歌を

ている人をみんなが露って挑めている広場に出記。持気なく善意審を挑めていると、

と松山がら 2年議iこ罷iこ矯ったJ誌がそお中iこいたcf言じちれない。大学でフランス語を

教えていて、非常撃ち議警官窪え霊で会うたびiこ話していたあの紳士3兵が、患の議!こいる。

しかも大きく変わった姿で。私たち誌再会を警'0'¥合ったが、私は再会できた喜びと、畿の

あまちお変貌ぷちへcショックで擁雑古ったO 近く立生んでいること、仕事詰出返して、今

辻本を書いていることなどを鏡から開いただ、ぜで、住所も尋ねずに関れたcそれ以上額い

て誌、後詰患尊心を欝つけてしまう気がしたからだ。夕食誌、私たちが近くの人気のある

パブ足、イヴさん夫護を揺持した。 }vシーノりこ J.E去と会った時の私立〉気持ちを話したち、

鏡女法よくわかると言ってくれた。イヴさん誌、ピ-)しをしっかち歓み、車で掃っていった己

譲さめたわ11で誌ないが、器本なち欽謡選転轄雲寺iこなってしまうだろう。お欝議かc

9耳2器、ケベック子討を出て、ボストンを経由しサスカトゥーンヘ。空から晃る党景i立、

まさ立大平露。こめあたち辻、大穀倉地番og芝議へ辻、夫が :5年前北謹で共需覇査を

したサスカトゥーン大学教護のジムと棄さん{スーザン)が適えに来てくれた。ジムiま松

iこも来て、うちiこ治まったこともある。その時誌亡くなった載の奥さんと一緒だった。筏

の車i立27年前のもので、皇室議i主義3げているが、定行Eこ持の支欝もない。ジム出雲誌に蕎

物を覆いて、大学を案F号してもらう。技の棄も大学の先生で、 B カードを{安い、愈々な

設矯を昆せてくれた。電礎技を能って、バングラヂシュで護士棄の多い食べ物を食べても鍵

躍に被害が出ないのiまダル査をよくたべるからでiまえよいかということを麓べちれないかと

考えているという。百本に培、もっと立探な擁設が筑設にあるとし吟G 私には理解できな

~\ことばかちだ。

ジムの家で、平めの夕飯{卒予容と山羊掲のパーベキ.ュ一、マッ、ンュポテト、インゲン〉を

食べぎーんを欽んで、ジム語運転で大学の纏設であるエマ轄のコテージへ出ジムiこカナ

ダの飲纏運転立ついて喜善いてみた。アルコール換査で号;っかか告なけれiまいいとのことで、

富分の場合はピー)v1本なら開題ないとCこと。コテージiこ着いたの誌、 9時顎だった。

薄暗い中、醸議?こ識が誌がっている。ここで、学生たちがそれぞれの専門のワーク、ン翠ツ

ブを受11るそうだ。織の離の零額立誌、諒ぐなと書いてあるおではなく、患分のヲスクで

諒11と毒事いて毒って、握露;こ譲れる考え方位違い在惑乙させるs コテージ器、なかなか立



潔なもので、私たちの誌、ツインベッドとシングルベッドの二部軍、ソファーの撞いてあ

る喜容量誌、ンャワ一、トイレ付きだったQ

翌朝、密告舗に誌がる潮の党景足感識。コテージ誌、それぞれ大きさも影も違うもの

が 30以上もある。食堂に誌、ベーコンとスクランブルエッグ付きの今までにえよい豪華な

朝食が準講されていたG 住み込みの調理入が岩るという。コテージ京Jj若者誌、私たちだ

せ。暑くも寒くもなく、虫も少なく最高の時期だという。カヌーに頼めて乗る。方向を操る

パックにスーザン、喜告が私、!司議iこジムが後ろ、夫が舗で、二集そろって期の中央にこ

ぎ出す。実に額やかで、静かで、気持ちがいい。小島iこ擁寵して辻、夫たちは森林調査。

一旦、震号、今護i立、瀬の題関を主事で罷り藤幹欝査s スーザンがキノコの本を持ってき

たので、入念iこ欝べながち、食べられるキノコを採るc蒐撞めiま難しいが、ナイフで拐っ

て中を議ベたちもして、本と無合する司昼食後、再び、カヌーは乗る。今還まi立小島でもっ

と綿密に調べながら歩く。金べられるキノコの群生地でたくさんi援護。バスケット一杯誌

なる。再びカヌーに乗って震るとき、今思誌、ベアを変えて、私とジム的組み合わせにな

ったが、私が鵠に乗号、ジムが後ろに乗るところで、どうしたわけかバランスを失い、カ

ヌーが転覆。需と私誌類に投!1出され全身ずぶぬれ。戻って、ンャウーを洛び急いで着替

えて食堂へ。ジムがすまなさそう!こしている。夕飯iこi誌轄したキノコの一部でジムがバタ

ー妙めを持って、夕食のおかずの 1品に。ワイン 2本を 4人で轄すた。ジムは控えめに

鉄んでiまpるが、選転大丈夫か。食後、美しい景患を十分に臨む瞬き付け、コテージを

後に2時襲警ぐちL、語、げて家へ嬬る。議中麗の親子Jこ出合う。大平露をと、こまでもまっすぐ

な選を造るわぜだかち、テクニック辻必要ないが、居護主ち運転が心書記で、時々ジムに声を

かける。家に無事たどち着いたときは、ホッとした。洗濯撲を構ちて、譲れた洋撮、今ま

で立たまった汚れ物の洗謹をさせてもちう。ジムの家法外かち晃たら、 1・3譜建てどが、

地下が2離になっていて、ゲストハウス 2室及びトイレパスルームi立地下 l構、洗護室'

詩曜道具室、ワインキャプ培地下 2橋、 1髄i立、患々としたキッチンとリピング、中 2構

に主寝室とパス。トイレがある。冬おマイナス 20震にも下がる寒さに対5志した家の構造

か。男性 2入試課穫したキノコの下処理をし、インターネットで諜し手立入れたという護

れものの乾喋磯〈被告は、トマトも、スモモもすべて乾操させて、長期探存している)で、

干しキノコを作っているc 事長譲している時記、競から気!こなっていたスーザンの名艶!こつ

いて罷いてみた。東歌の出身のような名前だったので、元々そちらの出身か喜書いたら、

話の夫がその出身で、自分は研究者としてこの名前を長年能っていたい時識の鰻もこ

の名字を鰻っているので、そのまま憤っているとのことだった。ジムも、初めの奥さんと

は離婚していて 26農の嬢がいるし、亡くなった詩的奥さんに諒子供がいたい鰐と嬢雑

な家捜興需になるのだろうかと患った。夫百七離に来たとき培、ジム(1)競が載の奥さん

とー鰭に来ていて会ったち、舗の奥さんの再譜堀手とも会ったちしたとのことだから、鰐

とも理解しがたPo

9毘4罫辻、 7時過ぎに家を出て、二人が空議まで送ってくれた。今告から薪学期で、

新入生が入ってきて、大学試凄いことになるとのこと。始まる舗で長かったと。

次の冨的地パンクーパーは大書事会で、ニューヨークを翠わせる。冬季オワンぜック鵠羅

を 3年後に控え、至る訴が建設工事中で騒然としている。しかし、港の麗景iま美しい。

空港近く的ホテル?と講轄を撞くと、すぐパスでダウンタウンむ出てみた。パスに乗るとき、



二人で合計額6ドルSOセントを璃意していたが、運転手が紙幣は一切うけつけえよいと言

う。乗客に頼んで陣替してもらえという。持と不親切なiι患ったが、すぐ乗客の一人が

串し出て換えてくれた。やれやれ。ウォーターフロントセンターの構報センターで地留をも

らい参く。ロブソン連加こ誌、中華料理は匁論、タイ、ベトナム、インド、毘本料理の躍

もたくさんある。韓醤料理も富につく。パンクーパーは、中麗人が多いと開いていたが、

富についたのは、韓罷λの著者の数の多きだ。韓関的英語熱がここにも披及している惑

むだ。スタンレー公襲警を歩く。無料パスを時々華雪崩しながち、一罵する。昨年の大麗で、

大木がかなり錨れ、未だ通行止めになっている道もあるという。礎かに塁審い被害だったよ

うで、軒々でその成品とを見る。その後、ブリティッ、ンュコロンピア大学{むBC)へ。こ

のEからここも新年震が始ま号、イベントの片づけをしていた。講舟にある、ピクトリアで

客死した新華室戸謡選の功績を記念して作られた毘本羅襲警を諜し、たどり着いたときは、罷

罷 20分離。入題料5ドノレ罷るのは、維持費にお金がかかるからだろう。そんなに法くiま

ないが、きちんと手入れされた露だった。一番の密玉だと言われる人類学静物館に行ぜ

なかったのは残念。夜誌、ロブソン通ちの毘本食レストランで、ワイルドサーモン熊ち嬢き、

天ぷらの盛哲合わせを法文、ついていたみそ汁がおいしかった。 E本料理癌の客母、毘

本語の話せるタト麗人が多いようだ。題員と富本語で話せるめがいい。パスでホテルに戻

る。揺タト行きのパス記試岳転車を乗せる金具がタトについていて、{要事jだ。パスは夜中の

2時嘆まで畠るそうだ。

事号 7時ホテルか込ウィスラ一行きのツアーに参加。パンクーパーから北へ 1201a払冬期

オワン廿yクの会場となるこの地への選出、岩を砕いて拡議したち整備した与工事が急ピッ

チで進め品れている。ジ豆一ジア揮験沿いに上がっていく謹治いの道から辻、棄欝らしい

隣めc ロッククライミングの名所といわれている白い絶壁に培、人影が晃える。途中体重量

した場所を、観光患の亮車が遭遇したcツア→参加者の夫妻から諦をかザられる。彼ら

i立、イタザア系カナダ人だそうだ。告本認識行したことがあ号、とてもいい盤、い出になって

いると必こと口セントルイスか品来ている襲子的競さんの方も毘本iこ来たことがあるそうで、

喜本語で撲拶してくれる。クエートかち来ている女学生誌、カメラ 2台を駆韓して競景を

縮めている。笹本語的場合と縄識にアラピア語かち拭離れた言語であるはず信英語を議

轄に話し、言葉出撃は感じないちしい。私がアラビア語で挨拶したら、びっくちしていた。

オーストラリアから参加の夫人i立、ガイドの英語が速すぎると私たちを気遣ってくださる。

大ヲゾート撞ウ千スラー弼着。ウィスラーぜレyジ法人がたくさん集まっている。カナダで

母、今までも轄で舟人かの人に、持か手伝うことiまないかと艶かれたが、ここでも、私た

ちが地盤を片手に審ま勺ているとすぐ声をかぜてくる。とても感じがいい。現在カナダ政輝

誌、アメリカ入を験くすべての入罷外襲警人にアンケート語審査をしている。どこでどう過ごし、

持iこどめくちいのお金を費やしたかなど。島畠麗答離には、改善点や感想、なども書くよう

になっている母オワンピックを関近に挫えているためか、観光E震を罷揮しているためか誌

分かもないが、こ母麗の姿勢が、麗畏一人ひとちに謹選しているむかもしれない9 ゴンド

ラでもっとiむの上?と上ちたかったが、嚢がかかっていて無理だった。 1聾報センターの人記

犠め§れたロストレ千クを一罵して震る往護2時開余容のコースをき長くことiこした。離の色

もきれいで、議ぜるよう己整欝されている。犬を入れてもいい入ち江が表示されていて、

そこ以外詰禁止ということだろう。藤韓のifiの譲歩道i立、気持ちがいい。詑しい離光客



が多いのか、ほとんど人影を克かけない。 3時に集合してケベック市へ戻るD 観光列車:で

来た8名が樺りのパスでは増えた。行きは通り過ぎた落差335mのシャノン滝もよかった。

イラクからの学生の提案で、親しくなったツア}客数人と一緒に記念撮影。途中、行きと

は違う道に入り込んだ。子供たちの公営自然体験教室の施設の見学だった。鮭をつかま

せたり、家畜の世話をさせたり、森林を歩いて体験させたりするという。千年という大木

は、子供が罵囲を、手をつないで臨んでみるという。木こりが木の途中に開けた穴は、

棋を使わないため、そこに足場を作り、そこから上の部分の木を切るためのものとのこと。

切り口からはまた技が出て、木が育っているo命を感じる。ケベック帯ダウンタウンで降ろ

してもらい、ベトナム料理の底で夕食を済ませる。絶品だった。まわりの客はすべて日本

人だった。

パンクーパーからは、シアトル経由で成田に戻るが、面白い経験をした。パンクーパー

で、アメリカ入国手続きをしたのだ。パンクーパーにアメリカの入留審査の出張所があ勺

て、また商人差し指の指紋、写真をとられた。カナダにいながらにして手続き上はアメザ

カに入国したことになる。シアトルの空港で、マリナーズ、イチローのグッズを探したが、

背番号の入ったものはなかった。シアトルから成田へのノースウエスト機は、がらがらだ

ったので手足を伸ばすことができ助かった。アルコールの有料は変わらないが、何と映画

が無料で晃られた。羽田で l泊して9尽8日やっと我が家へたどり着いた。今随の旅は、

人生を深く感じさせるものだった。蛇足だが、松山空港からリムジンパスに乗って座席を

見回したら、二人がけのシートを一人で独占している人ばかりで、麗る場所が見つからな

い。荷物を置れている人に、頼んでやっと座らせてもらった。何だか情けなかった。他の

国を捺仔すると、最近のB本人のマナーの低下を感じずにはいられない。美しい国E本

誌美しい日本人でなければつくれない。 (T.H) 

E 



「帽マイ有望事茅寺重量主.J ~管

昨年12月から釣9カ月の筒、体語不良の為極力外出を控えていたのですが、

g月に入り体調も徐々に回復し猛暑も少し和らいで来たのを棋に、少しづっ

自力で活動を開始してみて、足腰の衰えや、家にこもっている関テレピがお

友達状態だったせいか、車道の衰えを痛感しています。この問、年金問題、食

品の偽装事件、政治家と金の問題、参議院選挙での民主党圧接、突然の安部

首相の退陣、真っ直中の自民雄裁選〈福田氏に決定〉など、世の中は目まぐ

るしく動いていますが、私の頭はのんびりペースの今Bこの壌です。

さて、最近、議林保護の為に鵠り箸を使わないとして Fマイ箸持参jの入

が増加中らしいとの報道。マータイさんが「モッタイナイjの言葉を世界に

広めてくれ、 fM 0 T T A 1 N A 1 Jの歌が子供達の関で教われているo 物

を大切にする事には大賛成。プロ野球選手が試合中に折ったパットをお箸に

作り替え販売したり、 fマイ箸持参jの入には50P'J引きの食事処があったり、

洗って使える塗り箸を利用している食堂(鵠り箸も準備しでありますが〉が

あったりもしている。持ち歩く為的おしゃれなグッズも売れているらしい。

以前(15年以上前になるでしょうか〉私も fマイ箸持参jをしていた時期

もありましたが、鱒伐材を利用し作られ、箸袋に入れる仕事を奪う等の理由

を茸にし、現在も家で食べる場合の割り箸は断りますが、外食では割り箸を

使っています。竹なら 1年で大きくなるので罪悪惑が少ないかなと患ったり、

100円ショップに行げば輸入品だと患いますが50繕--100繕〈材質に

もよるのでしょうが〉も入っている物を売っています。国産饗り箸を推進す

る向きもあります〈ある新関記事に図ると f割り箸は轟林を伐採し製材した

後の端材を加工して作られる。立ち木が製材され建築製品になるのは元の半

分しか無い。枝はもちろん本の端は捨てられる運命になる。その捨てられる

中から割り箸は作られるj とある〉園内梶本を利用し家を建て、そこから出

た端材を割り箸にする。外国の立ち木を保護し国内林業保護する上でも多少

害事高でも利用した方が良いのか。とにかく必要以上に割り箸を使揮しない事

が大坊でしょう。この勤きがブームで終わらない事を騒うばかりです。

守



藷、母が警護静響的事をシ忍ウ Fタ〈韓議〉饗と寄っていた母を麗い臨し、

書毒事事警誤記罷争ば電し母まま蕗品位諮っているはずも君主く、ど器購Eこ艶翠霊さ

れている静か今重ながら4:，¥襲きです暗 (03年記詰事童話時中麗霊麓母害警静箸を韓査

したところ、襲撃カピ鶴や露由議事的重量豊富輪車電輪出されたま語、要事労寄カ毒事量重量体舗

をー麓と強化した時通霊璃事題担2容器1.1.2喜よ事〉事業家でも 10器時シ g ップで

購λしたマイ箸命薬饗@骨串@つまようと等巷鍍贈しています由麓産手元に

ある重量品を鍍い纏曹、皇室い替え時記越岳分な撃の鑑鐘鱒Sこ畠った轄を轟諾う

と患います。普事んiまどう襲われますか?

同
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叫
時
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盟
国
叫
盟

門
時
〉
韓
融
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fザサイク JiI議設襲撃体畿を議論 東謹車輪言守護額会合j の記事に、ごみ襲

完全有事事詑的方舟盤華子決めると晶静ますむ号丹 Eこ韓三者著書幸もた吉東轟事霊童韓基

本計雇語審襲撃警露軍去によると、 f涯年母ごみ韓出量結語章構鱗輿広島号、驚護霊ごみ

(J)害警舎が増醸していますj とあ号、今鐘母ごみ行重量倍重量書記詮重量してs<盛

喪章者品事そうですむ

A 雄



ジャご宜ウアゲハの舞う鑑iこi

アッ iジャコウアゲハだ ffまじめましてJrょうこそiと法げた賄

事に近害事ってくる。ひらひらひら、ゆっくちと鑑穫に舞う襲をし試し患で追

いかけた。とうとう我家の羅iこもジャコウアゲハが飛ぶようになった

2001年、擁立詳しい「くらしの学習会jの会員Kさんとご主人が鱒集・議

影をし「くちしの学審会j が発行した本?鱒のくる麗j立出合って以来、蝶

の妻子きな塁撃を出す詰や勃患の食べる謹鞠を膏てて蟻時舞う農をつくってみた

いと患っていた。

fくらしの学審会iで辻、合員で撞識し、まず近くの麓壌)11の土手iこ富生

しているウマノスズタサだけを食べて生膏するジャコウアゲハを保護するた

め、その撃をメせってしまわないよう、東譲帯や欝突雀重警JII出強震記お欝い

立行った哲、安全な場摂iこ移構した号していた。

郡部年 6JHこ辻?井戸端だよち初号j寵:念にと?ジャコウアゲハの絵ノ、

ガキ S故鰻~窪熱再生ジャコウアゲハと共立--jを体号、パネノレを作成し重

曹町内でのま報活動や簸売もした。

一方、私辻、ウマノスズタサを土手から散ってきた号、試さんから携を分

てもらった号していたがなかなか壊づかなかった。ととろが今年の裏にな

って擁め;f;:tこ絡みつき、先端に諾までつけているウマノスズクサに気がつい

た。瓦さんlと連轄するとすぐジャコウアゲハの輪車を2寵持って来てくれた

(7/31) 0 2""' 3器i主購露出来たがいつの間にか行方がわからなくなった。瓦

さんにそのことを震うと fうちへ飛んで棄とるんやろ。縄手を求めて飛んで

くるからiと布告Gト持母離れているのiこそんなものなのjと私。 Kさん「今、

鈴監がたくさんいるよj という。急いで糞いに行く位/的。瓦さんの家へ時

路地を融がると数監のジャコウアゲハがひらひらと出癌えてくれる。 S轄の

ジャコウアゲハの主主患とツマグロピ 3ウモンのさなぎを 1盤糞ってきた。

g鰭の大家接で事iっ轄してきたジャコウアゲハの主主患をウマノスズクサに

乗せてやる。黒い点iまどの患で茎iこしがみつき、耳を近づけるとポジポヲと

音がするくらい食敏旺盛。身体中に小さい襲警交の突題があ号その先端は様、

捧のt:þ~まどにあるオレンジ生法ヲポンのようでなかなかのおしゃれ。轄に夕

立、韓の木の購りを建った号背縛びしたちしてその主主患を見つけて詰躍を舗

で下ろしていだe

それらが事つ轄してきてから 2器童、ツマグロときウモンの議fちするとこ

f j 



ろが見たかったので都塵の中的罷立つ新記つるしていた。いつもむように「お

iまよう jと声をかけ轄の支襲。食後のコーヒーを歓みながらふと晃ると蟻が!

下立法患が・産みの奮しみがあったのだろう、持ともいとおしい気がし

た。ミ手の平誌のせると擁を倍い、たまたまオレンジ金の詑撲撲のワンぜ}ス

を蕃ていた私の轄ににじち寄ってくる。くすぐったい<>W嘆のくる麗jで欝べ

てみた。ツマグロヒ豆ウモンのメスだ。謹に放してやった。ランタナ、エぜ

ソウ、ノウゼンカズラ、ピマワヲ轄の詑の麓を求めて飛てF始めだ。その時i需

博記境界記黒いものがひらひら、アレッ!ジャロウアゲハ 最拐広重要っ

た2盤の鏡監が署生し我喜震の難民審まっていてくれた! 星雲襲撃の一瞬

の後詰写真喜襲露。蝶もとtJまわれるようにな号鰭しいのか、なかなか落着い

てくれ金い。生まれたて昨ツマグロヒョウモンとジャコウアゲハを需とかヂ

ジカメiこi読めることが出来た (9/8入

その後 F蟻のくる羅jの本が大活露。今まで持煮なく晃ていた蟻の名前を

鱗ベる。名前の付け方も麗患い。員義雄のt2I霊Ijも楽しみ。あれ泣ツマグロピョ

ウモンのオス j メスもいる i あのジャコウアゲハ辻オス! 多いの詰ナ

ミアゲハ i ナミアゲハ辻覇基礎の方が色合い泣きれい。キチ器ウ、モンシロ

チ翠ウもよく鶏んでくる。シジミの鑑類もよく観るが小さくて動きが議室捷な

ので機識の職事jが出来ない。

ところで、 g轄のジャコウアゲハの主主患のその後誌と重うと

ウマノスズクサをたっぷち食べ、今オレンジ患のさなぎ立牟って、木や翼まの

外壁;こしがみついている。との薄手iままだなんとも寄静。翼記が近く主主ると黒

っiまく変身するという。いつも「こ認しさ~んj と遊びにくる小学2年生の

ボーイブレンドや下幹師会員にその告暢語をした。来年から体関がま襲えそう。

告詰メスが2器、今器はオスが l喜専の持襲警が増えた。ランタナの小誌に

虻しく口を喪っ込み鱗関iこ塞を競う罪悪も務をふるわせている。静まで麓を近

づ吟ても選Ijょうともし悲し10 ジャコウアゲハの翠色を晃ょうと今、木立し

がみついたさなぎを 1鑓家の中iこ罷るしている。全員が無事大入になってく

れますように。籍軍fiiこ著書かった今年部査、毒薬に害ち諮ったおかiずでゐ安らぐ

器々を過ごすことが出来た。家接がま撃えた気分でいる。

告124書記 (Si .五}
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ボランティア

近くに住む妹とそろそろ侭かボランティア活動を一緒にという話題がで

ました。私達に何ができるだろうかとインターネットで検索。

最初は足裏マッサージは気持ちがいし、から 病院で月に一回くらいでき

るかもねと妹が言ったのですが、私遣に足裏マッサージの技術はないよとい

うと、資格の一歩手前くらいは習ってからじゃないとだめだねと、諦めるこ

とになりました。資格の一歩手前とはいえ、費痛も時熊も私達には挑戦でき

そうではあちませんでした。

その内に、妹には私から見てもぴったちなボラティアの依頼があり、イン

ターネットでのボランティア検索は私のためだけになってしまいました。

愛媛県でボランティアと検索すると、茜条市で中園児童教育援助協会に毘

がとまりました。代表は菅(すが)さんという若い女性です。ホームページ

を読み進めると、中患の子供達の就学援助をしていることがわかり、久しぶ

りに本物に出会えたような感動がありました。中国の子供といえば、すぐに、

一人っ子政策が頭に浮かびますが、農村部は学校に行きたくても行けない餐

しい子供たちがいるんだとわかりました。麗が広い中国ですから、富んでい

る地域と貧しい地域があるのはわかります。ホームページの中の子供達は、

援草ちをしたい気持ちにさせる子供達でした。

現在の呂本では就学できない子供遣はぜロに近いのですが、親の教育放棄

やわが子への虐待の開題があり、社会帯造や格差社会の問題と重な号、この

ままの仕組みではこの置には住みたくない患になりそうです。この麗では、

経済成長と引き換えに多くの大人たちはお金を集めることに心を奪われ、労

働派遣法により若者逮の糞密麗が厚くなっています。働いても働いても生き

るだけの賃金しか受け取れない仕組みを大人たちが作ってしまったのです。

この仕組みを後 10年も続けると、この霞にも学校に通えない子どもたちが

出てくるかもしれないほどの社会問題です。幸いなことに 多くの大人はこ

の費任を取らなければならない事が解かり始めています。格差社会の仕組み

を作ったことの反省が生かされることに期待しています。

自本人はネパールやザンピアやユニセフなどでも協力をしています。です

が、私はこの愛媛の西条市で、ボランティアに取り組んでいる菅さんを窓援

‘ /J 



したいと患いました。

数霞後、くらしの学習会があち、会長iこ内容を話すと輿味をもってくれ、

私が話した内容はホームページの中のiまんの少しですが、会として持ができ

るか、課題として散歩組んでくれることになちました。最初i士宮署護金を開い

て子保遣の麓学議場金を集めたらいいという意晃が出たのですが、数年前に、

市内のアカシアの会で中霞究室量教育譲動議会の代衰の菅さんの講諜会があ

ったので、講譲金を開くことは再考したいと考えましたcその後の菅さんの

お話しで段東?童市内の会員拾いないということでしたので、彼女の欝讃舎は

課題事項とします。

次号iこ;土管さんの投寝が予定されています。 g見に中盤の子学も連立会いiこ

行った会員さんからの報告を含めての内容になちます。

菅さんから送ってもらった現在の資料を今号の最後立加えますので、ぜひ

読んでくださいc

(M. T) 



ストレスは怖い

車の免許をいろ返そうかと思いながら、あと三年続けることにした。

70歳を過ぎると車の運転を続けるには、高齢者講習を受けなければ

ならない。三年前にも受けているので2田昌だが、やはり緊張した。

決められた自に「あいしょくドライピングスクールJに行くと、お

iニいさんばかりが 20人程集まっていた。一人だけの女性だったが、

私も年寄りの仲間なんだと改めて患った。最初に教官から日程の説明

があり、三人ずつの組になり、運転のシュミレ}ションを行った。ヘ

ッドホーンから関こえた声の通りにハンドノレやアクセルブレーキと踏

むのだが、行動が鈍くなり恵、う様についていけない。採に代わっても

らったら早いだろうなあと患いながらなんとか終わり、評価をもらっ

てがっくり五段階のーも付いていた。

次に教官付きで外に出て、教習所の練習場を走った。狭い道路に次々

とあらわれる指示に従って由ったが、教官から「あんたの牽には怖く

てよう乗らん」と迄雷われて、落ち込んでしまった。 6300丹も払

ってストレスいっぱいで家に婦ったが、疲れきってくたくたになり何

も手に付かない。

病身の夫の夕食の準備だけして、布団に入ったが寝れない。やっと

眠ったと患ったら、金縛ちに合い fギャーギャーJ叫んでいた。これ

で誌と患い安定期を飲んで眠ったが、戦方に大雨の凄い音に気づき、

窓を鱈めようととぴ起きた。寝穂、けてベッドと床を間違えスタスタと

歩いたら、ベッドからすってんころりと蕃ちてしまった。やっと邑分

の行動に気づいたが、議鹿携にぶつかり、額も鼻も唇も車が接んで痛

くて痛くて、較まで冷やしながら横になったが、限れなかった。

ストレスがこんなに怖いものだとは患っていなかったが、日頃の生

活も運転も焦らず騒がず、ゆったりとした生活をし、ストレスを謹め

ない様に生きたいものである。 ( s. k) 
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雑感

議しい残暑の中にも秩の愚を感じるようになり、次々にメせり取られた稿の東が穏ヌドに架

けられ返りが芳ばしい香りに包まれています。メ詰り取りが終わった稲盟でムクドリの群れ

が忙しそうに餌をあさ号、畔道の彼岸花の朱が秋の空に映えてあざやかです。春i乙我が家

を楽しませてくれたそズとの再会を楽しみにしているところです。曇天で諦めていたにも

かかわらず、後半楽しむことのできた皆既月食の墳から夜毎に練習が始まっていた車たち

の撰奏も、爵上がりの中秋の名月の月明かりの中で見事な音色を奏でていました。

北権道では大雪山系の紅葉とか1IJ1岳の初冠雪が報じられています。

当たり前の季節の移ろいが有り難く、大切に感じられます。

告然の一部である私達人需の生活はあまりにも“当たり前のこと"を量き去りにしてい

る議で気に接かります。歩行者のいない道路、程らない町、家族が鱗わない食卓が多くな

り、理解しがたい事件が増えすぎている現在、一昔読には当たり棋だった生活を敢呼戻さ

なくてはならない時なのかもしれません。

rn還を鍛える」ゲームソフトで、話題の大鱗生理学者は郵造力や掠鞘力など人間らしさを

支配する前頭書吉野は“文章の音読"“単純な数の計算"同料理を作ること持で活性化される

とし、長常生器においては、“早起き"“規長しい食生活"“本を読む事"が大現だとして

います。また別の学者は“体内時計"における一日の長さは 24時間とは Z時爵程度のずれ

があ号、そのずれを補正するのが轄の暁るさだとも言っています。一つの学説に過ぎない

かもしれませんが、入額らしさが失われてしまってし、る様に思えることの多い昨今、実践

してみる犠鑑はありそうです。

最近、地域での場け合いこそが災害時に必要だ、と言われ、地域前災ネットワーク作りが

進められています。もう 20年近く前になるでしょうか。我が家の近くで深夜に火事があり

ました。はかどらない謂火活動を見守る私のそばに近くの蔀癌舗のAさんが現れました。

“おばあちゃんが近くに親戚がないあなたの家が類焼したら大変だから見ておいで、って円

我が家のことを心配して冬の寒い夜更けに、わざわざ来てくれたのです。本当に有難かっ

たことを患い出します。これこそが“地域力目の原点だと患います。“地域方円向上には作

られたネットワークより、元気な高!苦密がある、歩きたくなる欝づくりだと患います。歩

いていれ培、出会った入と自然に会釈を交わします。 J題ちの景色iこも敏感になります。歩

行者が多い地元が生活の中心になれば、子供達を安心してタト;こ出すこともできると患うの

です。今年の夏休み、殆ど子供達がタトで遊んでいる姿を見ることはあちませんでした。“地

元高j苫舘は文化の擁目と評する人もいます。私e身、料理方法から地元の潰響、行事など

の総てを地元の醸j寝欝の人たちに教わちながら、結婚して 35年、 15留にもなる転居を乗り

ってきました。昨今の顎;許諾の衰退試寂しい醍ちです。



夏休み産前に襲った中越沖地震では、原発の耐震性と対応の問題点が露呈されました。

今屈 M6.8を起こした海底の活断層の存在を見逃していた為、柏時刻現原発で想定していた

273ガノレの 2.5倍の 680ガルという強さで揺れた為だということです。伊方原発の場合、

476ガノレを想定しているそうですが、 6km先に活断層がある為 800-----1000ガルの揺れは

起こり得るとする識者もいます。自然に対しでもっと、もっと謙童になった方が良さそう

です。

当たり前のことですが、総ての建造物は経年劣化を起こします。アメリカでの橋脚崩壊

は、そんなことを私達に気付かせた事故でした。愛媛県でも古い橋騨の点検が始まった様

ですが、ある自治体では、今まで全く土木には関係の無かった職員が急建点検業務を命じ

られ、マニュアノレにある専門用語に、辞書を片手に手探りで苦労している様子をテレピで

見る機会がありました。 怖いと患いました。公共事業を受注した業者にはそれを取り壊

すまでの全期間の責任と保守、点検を義務付けて欲しいものです。

イ可かと話題のM.ムーア監督の映画“シッゴ'ではキューバの涯療体制の充実の様子が描

かれているといいます。キューパはとても貧しい国ですが、乳克死亡率辻米国より低く、

WHOが太鼓判を押し、世界が手本にするほどの医療大国だそうです。“民間でできること

は民間で"“小さな政府"の行き着いた先、産療を利潤動機に委ねた米国の現状と、生活指

導と伝統産療の工夫、低匿療費による良質なサーピスの母体が共間体でその中核に匿師が

いるキューパo.長野の農村で地域援療に取り組む医師は“医師の人繕教育と地域に根付く

予防車学を重視するキューパに、膨張する医療費の重圧に悩む我が閣を含む先進国の問題

解決のヒントがある"としています。

今回の参議院議員選挙で、選挙権の無い人にも被選挙権があることを知りました。吃驚

しました。

夏のある日、地元の小野中新聞をいただきました。校内ニュースだけでなく、近くにポ

ニーやヤギと触れ合える果樹露があること、地元の平井高清衝の活性化プロジェクト、歩

道が途切れている通学路のことなど、生徒の皆さんの熱意あふれる紙面を興味深く拝読さ

せていただきました。

夏の終わり、我が家の二階から五年振りに懐かしい横河原の花火を楽しみました。

先日、三か村泉の絵葉書の写真を撮って下さった白方さんから田窪で絵画教室を始める

との連絡を頂きました。 9/26から参加しています。両親の介護の為、 8年前に中断したボ

タニカノレアートとは違い、渉みを利用した水彩画なので老眼が完了している私にも楽しめ

そうです。

我が家の、大型犬の大五郎に垣根越しの出会いが有りました。同じ犬種の雄犬のランち

ゃんです。ちょっとワクワクしている私です。 (K.O)
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学関と!ま永のやうえ金物なち

MK教育窮究所

主宰 藤震喜久宋iJ

顎捨5年に f患に不学の戸なく家;こ不学の入金かもしめんj と始められたわが罷の学技

教育もそれな号の動莱を挙庁、富震強兵の漉鰻と持まってわが露を持強と璽を主主ベる文章号

撰抱の謹iこ押し上げた功蟻i立大であることは若手めない事実である。しかし中醤権総額の設

寵した第二次臨時教育審議会の語講を待つまでもなく、かな争以前からその歪みが見えて

きている。そのことについて考えて見ることにす事。

l噌学技教育で教えていること

それ辻撞が諸事撃で定めた学校教育器iこ基づき学菅指導要領とえ主って学習内容は定められ

ている。その内容は、嬰的 e 内容 e 発選議構・教続方語・欝鵠のポイントを寵点;こして羅

戒せられている。ところがどのぐらい学習したかという評藷が鶴題になる。評鑑をするた

めにテストなるものが行われるι 学校社会で控室犠さきたり舎をのとてで島札鞍塁悪も見童生捷

もある意味異常なまで拡散ち組む。そのテストで出される問題の答え辻一つなのである。

あれも五答これも1E響ということiまない。従って Vジノレで書11模すれば高得点は可能になる。

学校教育法を殺といて見ると、観え諾小学校一年生の醤籍のところをみるとヲ常生活iこ
に必要な云々j¥となってお札子どもたちが毎忠生活してゆく書籍麓カを重量かiこすることが

詩的になっている。英害警など最近がネイチデスぜーカーが教室;こ出向いてくれるように誌

なっているが、いずれにしても評鍾それも多人数箱手の評舘とえ主れ迂ベ}パーテストでし

かない。それは成功すれ法鍾等生ということになるe

岱 こんな言警が

ある時、先生方と合議醗欝を行った。覇、食事の準穣をしている所へ行って、?室長炊いた

さりと尋ねるとまだと言うので、米を惑もいガス室長へ入れ水鶏識をしてスイッチを押した。と

ころが、?水部議したのですか……お米の議も分からないのにどうして承知減が出来るむ

ですか?jお叱ちの声が飛んできた。声の主は小学校の女性校長先生。大学で家憲科を専

攻し畏い鯖家露科を教えてきた鰻醸の持ち主。

時繋が来てスイッチが現れ、被女が議の蓋を罷った。「あれご鉱が出来とる、あれ!J 

と需をよiずる。持故、こん金関呆なことになったのか。答る£うである。

学校で辻、ご額を炊く時のお水の重詰お米の嬉です。カッコのrp，こましい
数字を入れ哉さいとテストするc 当時辻1. 2穫であった。これが正答。このように学校

で辻原知韓を事支える。私はこれを学校知と呼んでいる。普選、われわれ辻、飯を炊く時め若く

は手で量った。そして fはじめちょろちょろ中;まっ詔赤子設いても蓋歌るなj の方式で美

味いご錬が炊けていた。これを生活知と呼んでいる。

こむ先生はその生活知を知らなかったことtこなる。

教師という性事をしていた寵顎から先生方のことしか知らないが、今毘の若者にもこう

した関違憲が見られるのでiまあるまかと金壊しているc

ミE尊譲論夜言書

これ詰若い嘆、護室内寵学をしていた時、タト人塁審糠託手議されて読んだ本である。

二室撃事事と蓄え誌、柴を背負い手;こ本を持ってどこの学技にもあった錆畿あるい静石舞

であるし笹身号本にも喜重軽を得って大人に捜したという諾が載っていた人物セあるcfZ



強辻江戸末療に疲弊した農村を立て語ました籍農家である。

その殺が寄ったという尊事審議否定話の中に、?学関と誌氷のような物場。解かして患いざれ

ば鞠のFEiこ辻立たずj としサ一節がある。

このー欝を九五くら大学で英語の勉強をしても世の中で告をうことで盤強しなけれ認註の

中で選蔑する英語iこ誌なちませんj ということを教えてくれたもむと受汁車った。

2. とトが人iこなる教育

われわれ入禁法ヒトと呼iまれる童書斡である。生得的iこ持っているもので辻この設に生き

て行汁ない。後天的な学習が舎を無罪事してくれる。警告執行動学等の知晃によれ話人需以外

の動斡もわれわれと需じであってやはち母豪華等から生きる揮を学んでいる。

われわれ誌とトと呼iまれる重毒物として誕生するのであるが、人罪毒社舎の知恵、を学習する

ことによって人関になる。ところが教育と震え出学校教育のよう立受け取号、今告は学校

さえ行かせておけ;まと考えるようになってきている。

上でも克たよう立学校教育で持たものは呂々の生活に法そのままで球役立立たない。尊

審議が言うよう，.~ r水iiこしな汚ればならない。

さ〉 生活鎮のき重構

ホニモ a サピfエンス・ヒト科のとトと呼iまれるわれわれ先担が地球上iこ現れてから 20万

年と言われるが、その顛チンパンジーやさるなどとは異なる文化を重立ち麓を緯持し繁栄し

てきた。これを生活文生と震予んでおち子どもたちに結えてきたc そのこと立よってとト辻

人需と呼べる存在にな号繋栄してきた。ー

ところが学校といミシステムが発拐され機能するようになちわれわれ辻錯覚;こ鰭っ?と。

薙か足、学盤誌社会;こ選第する保棒であ号、学露によって社会的地設が異なってくること

誌否めない事実である。麓;まわが子に無理をしてでも高い学麓を与えようと題苦八苦する。

しかしそれ辻E々の生活立法役立たないことが多い。先;こ見たよう;こ学校で辻学関誌な

った知識しか与ええEい。ご飯を炊く蒋の水の量誌と香ったものである。これで辻変化する

と場合iこ法j詰じられない。尊棒畿のいう f学贈を水にするj ことが求められる。それは

“t r y a民 d e T T OT"、試行錯誤であ号、やって克てなん誌の堂罪である。書う

ところの争奪験学習会のである。

また、それ註富分かちゃるとし寸学審者の量発性或い誌やる気がなけれ誌なちない。そ

れは

さらt広こ、こうしたことをしよと悪う持、麗;はまこと;迂まを在，鑓つてiはまい;け?ない。ひたすら信え

い技を「して晃せるiだけにしなけれ誌ならない。それを子どもたちがひたすら晃て手

足を動かして鰭える。

チンパンジーなどの生活がよくテレぜ殻挟されるが、較が木の実を言語るのを晃たf子ども

が失散しながら持密も持田もやっている。やがて成萌し木の実を食べることが出来るよう

になる。食べたいという意慾iこ支えられ、言うならやちたいからやっているのである。

客社会教管の手詰

学校での教曹が発遣しだこともあって、最近はま寮かiこされてきた手法であるが、学著者

の意懇;こ支えられ晃警うという体験学習誌、入業棄を繁栄させてきたものだ、Itに志士して?まな
らない。これが尊鐸畿のいう?学罪悪を本iこするj手法であある。

入額む知能;ます;まちしいと言う。教育の懇い辻、 f安容を拓く j ことである。しかしそれぞ

れの鍾が意盤的でなけれ認知辻拓けないようである。それだけ立憲霊法わが子を曹てる時こ

Cこと iこ心を霊かお誌なちない。

襲C仕事;まわが子iここの文記獲得C方法を訴えることである。大きく言えば人類の揺を



拓いてゆく夢の実現を可能にするのである。最高学府iこ学んだ知識を世の中で役に立つ知

恵にするのも意慾的な見る力であり体験学習なのである。

現実の中から接ね返ってくる靖報を読み解き、告分が持っているものに照らし合わせて

必要な帯報を創りあげるカが生きるカである。その力が種を維持L繁栄に導いてきた。

教育を語る時、子の能力は無醸だと言う。それは教えたものを詑構することではない。

それをベースにして試行錯誤しながら必要な知恵を生み出すことである。

ま と め………われわれは子もの教育を学校だけに依穿し過ぎている。学校には学校と

しての役割があるし、家麗には家庭面有の役割がある。いたずら託子育てのすべてを学校

に任せるようでは親としてに資質を疑いたくなる。

その意味においても「親になるj必要がある。子を持てば親になれるのではない。親に

なる学習が求められる。それは人間としての成熟である。

われわれは雷葉を使ってものを伝えようとする。しかしそれには限界あることを承知し

なけれほならない。そうではなく伝えたいことをやって見せる。それを見た子どもなり大

人は岳分流に真似る。開じように出来ないかも知れないが設々に出来るようになってゆく。

真観る→学ぶ、これがその人の学習語力になって喚し 1晃て真訟るJこの見るカそして真

似るカが長い人生の財産になることを知らねばならない。

学校方式だけでは出来ることしか出来ない。工夫も出来なければ新しい発想も生まれな

い。われわれ人類は、環境に果敢に挑みそこから跳ね返って構報を加工し新しいものを創

ってきた。
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i中露充塞教育援場?義一蚕i

響額i;:i轟号Z3選2窃盛事襲撃ド車騒記事事選3毒事棄ま意書翰

-1・h 十一{盤襲撃 }率二欝 襲撃41J1? 

離議離器議議

中高の貧富地域には、教青の機会Lこ忠まれな

い子どもたちがたくさんいますe 中運;記童教育

援助議会では、そのような子どもたちが、将来

に希望を持てるような環境を作るために支援

活訟をしています。そこでき会では、子どもた

ちが学校に還えるように支議してくださるパ

-1' (里親)を募集しています。

祭器地域iニ募らし、経済的な寝台から、義務教膏〈中学校卒業まで〉を受けることが

選難な状態にある完

離盤騒欝麓罷韓鐘欝
パートナーの方には55詰~・2型迂の支援金を 、します伺 この金額で、一人の子ども

が i年!?易裁学できま 〈支護金titr雑費』と呼ばれる学費の一節;こ 也 、品ーー-'-也、;;: < 日， 0 

のレートで(;t， 5，000丹のうち 3，400丹が子どもたちの学愛として使れれ、殺り 1，600fなが

送金や定;話連絡にかかる選信連絡愛に います)

なお、 _tな返信連絡経費は、送金代、 郵便代、封類、写真現像料、 コピー代ですロ

離謹器購盤羅議
会代表である奮来腕は 19例年から 97王手まで、 青年海外協方鶴美として中鼠の湾;引こ

翠する窓翠佐藤容治豆、 市のや霞のー穀の子どもが通う幼韓醤で、 として

活設しました。 その後、 98 ら 2001年まで罷捺協力事業箆'青年海外協完鱗援護員と

して北京子容を拠点;こ勤務)、中題全土の祭器地域を出、湾地域を支援する機会iこ恵まれ

ました。「嬉露後も支援活訟をしたい。特iこ学校;こ行けない貧露地場む子どもたちに就学の

チャンスを与えてあヴた¥¥ Jその気持ちを中題先瓦人iこ伝えると、友人達も支援に賛i認し屯

「一緒iこやってみよう!Jとおむ 8尽にスタートしたのがこ 先輩教膏器対協会

です長 人ボランチィアと日本人ift' ランチィアによ~)運営されている さな会です。



醸誼置置iII:::R~重r~fl.盛撞重量盤霊謂略語謡議

電話 'FA玄・メールにてパートナ一党録用紙をご請求くださb¥ 

E告i藩鑓童書箆署員宿直

苧マ99-0413 E本冨愛媛県西条市三津麗東 8・2 リパーサイドC207 

中菌児童教育援坊協会 代表:菅未腕

電話昏 FAX:0898・64・7121 E"mail: 1立 ihosuga@mbh.副fty.com

-.. .;事務霊必癒重量圃E

1. 協会が、中国の奨学金希望児童と日本舗パートナーの希望とを整理し、パートナー(里

競)となっていた疋く児童を決定しますe

iユ
2. パートナ一決定後、協会より克童の紹介レター、写真及びカードが届きます。

くカードは支援を受けている毘童も持っています。>

(カードの内容)

あなたのパートナーは000さんです。

l 一生懇命勉強します。

2 なるべくたくさんパートナーの方に手紙を書きます。

3 大きくなってお金持ちになったら、協会にお金を返します。

(または、協会のボランティアに参加します。)

対象児童氏名一一一ー

ι 
3 乎‘年に一度、定期連絡(子どもからC手紙)が届きますa

(中閣は、前期が9丹ー後期が 2月スタートです。定期連

絡はこの:予期開始蔀後に取りまとめます，よって、パート

ナーの管識の手元には 10見と 3月媛、手紙が届きます。)

4 定期連絡以外にも、子ども逮と文通して下さ L、e

園Ii~宮崎唇司直接酒量
(.1111:・金書司E幽いたし署障す3

子どもたちが通う小学校へ、抗や梼子、体育用品、盟書を支援するための募金キャンペ

ーンも展開しています。また、ボールなどの体管舟品、文具、鍵盤ハーモニカ(ピアニカ)

など小学校で使用できる中古文異、楽器を送付する支援も実蕗しています。

-1m雲居臨儲草壁忌ヨ・厨号事区割藍室長持謹謹量-

高く・楽しく中国を理解してもらうために授業や講座を実施しています。小学校の総合

学習の時題、菌際交流設業、企業セミナーなど、号号室杢 i:金色立主護主主と講壊ま=-ZY"~ :2
します。(樹:小学生を対象とした授業:Ii中国茶やチャイナドレスを体験しながらの授業』 企

業セミナー:テーマ「中麗人とスマートに付き合う方法Jなど…お気軽にお問い合わせ下さい!) 



Y 
編集後記 J(ぷ

今年の夏は異常な暑さだった。みなさん、いかがお選ごしだったでじょうか。

映麗「不都合な真実Jを鶴た。そのなかで、温暖化を訴すさまざまな環象が取り

上げられていた。芝とえiま、かつて晃られだ氷揺がなくなってしまったり、北極海

では氷出が溶けてしまい、白熊が瀦死している。我々母、煮られるカエんであって

誌なろないと]J7誌は言う。力ヱル母、告ら熱い湯!こ入ったりiましない。しかし、

Z誌の入つ芝容器{こカエんを入れ、熱レていくと熱くなっていることiこ気づかす、煮

られて死んでじまう。少しすっ進んでいるこの環境の変化!こ対し、銭感で9)ってiま

ならないと患う。私だちにIel:希望ちある。かつて、フGンガス!こよるオゾン聾の磁

壌が鵠態となってい乏が、今で拡大分自護してきでいるではないか。この境会i立、

主に企業努1.)によるちので、私たち一人一人がなにか糞鎚jこ霞り繕んだというので

はなかった。しかし、混援化防止!立、・企業だけでなく私疋ちひとりひとちの憲議設

革が大切だ。今護母、私疋ちが真剣に取り鰻む番である。小さなことから、今邑分

iこできることがら始めていこう。

話iま蜜わるが、私がこの編集をさせていただいたのが、ちょうど一年欝の9月だ

った。安倍政権誕生のときである。そして今、福田政権寵生。

今後の政治のゆくえを、しっかり罵ていかなければと患う今Bこの壌である。

ャ鞠:込 キ : 
くらむ@畿電舎では、鍵自密会蹟を.事むて泊ます。

活動会員 2，000pj/年 購読会員 1，000円/年

振込先口産番号{郵便局} くらしの学習会 01610・5・21026

照合せ先 TEL/FA.X 089・964・6956

E-mail:ktもayashi@nifty.co臨


