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菅内離の発患で、 E毛主党の支持率が関蟹した題震があ号ますが、一体今後患本の姿iまどうあるべ

きなのでしょうか。第三の道は本惑にパラ幸三の選なのでしようか。食の蕗で辻、宮時集の家審口鶴

疫iままだ拡大の…途で、いつ鰐患するのか先の晃えない状況です。また、離鴇山政権が額いた

普究開鶏菱重辻、思米安保が本さきに率、饗なのか、必要だとする主主らどういう揮で必要なのかを論ず

るいい機会であるにもかかわらず、単なる移転先をどこiこするかの額題になってしまっています。

堂界で第3{立の平和な欝{工程ニュージーランド、 2{立アイスランド}だ、と患われているという畠本

め、今議選むべき還は?井戸端会議で大いに話し合いたしものです。富農一人一人が真実111こ考

えることが、霊の進むべき方向を決める療動力になるのではえといでしょうか。第 70号の井戸端だ、よ

告をお送ちします。言語んで持か感じていただ、汁れぜ幸いです。
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4月例会報告

4月20日(火) rくらしの学習会』リーダーをずっと務めてくだっさって

いるHさんの快気祝い (3月に聴の手衡をされました)を松山市石手にある

料理旅館栴檀 で行いましたo 食事の後、今年度の活動計画などについて

話し合いをし 4月の例会とさせていただきました。 6名の参加でした。

一度は行きたい老舗の名庄栴檀 では宿治か夜のお食事だけと諦めてい

たのですが、メンバーのご主人からの情報でお昼の食事も行っている事を知

り早速予約をし実現しましたo 石手川の譜音が簡こえ諒嵐が渡ってくる一角

にあります。門をくぐり打ち水がなされた石段を上る、立派な玄関ではお香

の香りに迎えられ譲とした空気にちょっぴり緊張。庭に面したお塵敷に適さ

れ、広々とした空間・お部屋のしつらいの素晴らしさ・お料理と共に楽しみ

ました。頂いた資料によると、 「家庭ではできないおもてなしJを、季節を

大切にする「季J料理の着物ともいうべき「器j心落ち着く木造建築と庭の

「木j気配りの「気jお客様の生を守り、指戸内の生きのいい魚介類を供す

る「生Jの五つの fきjで表現しているそうです。この日の献立は

食前酒 白酒〈白酒と日本語をプレンドし甘めですがアルコール度数高め

当然ながら運転手さんは匂いだけで残念でした〉

先付腕立て 貝 柱 の び る の ぬ た 添え

吸物すり身・結び人参・うぐいす菜・へぎゆず

お造り 錨・まぐろ・大根つま・水前寺海苔・葉わさび

炊き合せ 舗の真子・笥・うど・うるい・木の芽

燦物鮭の甘味噌焼き・酢蓮・大根人参巻なます・空豆の甘煮

強肴笥まんじゅうあなご包み

油物椎茸の海老しんじよ詰・より海老・たらの芽

食事山菜御飯・香の物(かぷ・きゅうり・はくさい)味噌汁

デザート はるみ・いちご

と、昼会席磐とはいえ本格的な会席料理が供され、薄味なのにしっかり出し

の利いた丁寧な仕事の料理に皆大満足でしたo 食前酒がすっかり緊張を解き

ほぐしてくれ、初めて口にする素材の名前を仲居さんに聞くとすぐ返って来

るし、こうした食材が使えるのもさすが老舗の名腐ならなのでしょう。とて
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も費択な時臨豊通ごせ、いい経験ができ有意義詔一時でした。

食事の鏡、今後の活動について話し合いをもち、 8月になれ試高速が甫予

方面詰無料。錨も鶴閣内なら上時連盟関丹になる予定な的で、遠出はそれo.韓

iこし、 5月i主、それぞれが気になっている事、興味のある事屯どの話し合い

をする事とし、構撞を畿にしました。が、高速道轄の新体舗がs月輩、ら蛤ま

るのか分から抵い試課に諮ってしまった母で〈この会報が出来る頓には決定

しているかもしれませんが) 6月め鱒金時に再慶話し合いを持つことに詰る

のでしょう。 (A.1¥連}

議見親会報告!

4)3例会善寺託、そ札ぞれが今考えていること、興味のある事を持ち寄って話したい、ひ

いて法人生を蕗号?とし¥と香っていた会員の要望に蕗じて、 5月s器林宅でテー?を決め

設いでするおしゃべち舎をもちました。土壇告ということで最近あま習参加できていない

会員の参麓もあ号、 7名が集まりましたc 人生を語れたかどうかiまわか号ませんが、絶え

ることなく雑騒がつづいたということ辻、このような機会に全員が飢えていたということ

でしょうか。特iこテー?を建めないでの語号合いも;意味のある事だと感乙ました。

ひょっとしたら赤ちゃんを連れて参加できるかもしれないと連絡をくれていた会員が来

られなかったの誌残急でしたが、またの機会にお子さんの成長ぶりも捧見したいものです。

ここ数年、ある会員が、毎月丹興会麓景の写真をパワーポイントで上手にレイアウトし

て、 l 枚ぉポスタ-~こしてくれています。 5 )3額j会誌、一人お会員が持ってきてくれだ京

事事の砂轄縮工菓子〈脊平糖)が主役でし?と。鱒巧な詫びらの詑と葉辻、黒の背景iこ換えて棄離

でした。器ヌ与の和菓子の織縄さを障と苦でしみじみと隷わいました。

6J毒機会辻、愛援大学域北キャンパスめぐちと決まちました。新しくできたショッブを

晃て、薪しくできたレストランで墨食をと号、そ丹後愛犬ミュージアムを晃学することに

なちました。 (T. H) 
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5月例会報告 (愛媛大学の見学)

L !3時 6月9臼水曜日 午後12時30分に愛護大学正門前に集合

2.参加者 7名

き当 Bは、日差しが強くなり、それまでの過ごしゃすい気候とは、幾分、違っていましたが、心地よい鹿

が、時折、吹くことで、横河原隷、市内竜王震の公共交通機関を使つての愛大までの時間は、楽ししも

のになりました。普段、自家用車ばかりの私は、カードで電車料金を支払うシステムに戸惑いました

約一か月振りの例会に、会員の顔を見ると、安心感で満たされます。電車の中での切れ間のない会話は、

この例会までの、会員、それぞれの暮らしぶりの報告会になりました。

正門前で，午前の講義を終えた会員と待ち合わせ主として、まず、食事。正問から入ると、どこも、きれい

に整繍された建物が固に入りました。学内に最近開属した校友会鰭(?)のテラス(?)に入りました。

4撞類のランチから好みを選ぶスタイルで、接客のサービスがありますが、 f産段は、学生食堂の域をこえな

いものでした。まず、スープから。味の好みは色々な話がでましたが、食事を終えたお鰻の具合はまあま

あ。ほうれん草のソテーがソースになっていた私のロールキャベツは、とても大きかったのですが、ぺろり。

閉じ場所で、ピースボートでの経験を市民に農示公開している部塵がありましたので、ちょっと、寄り道。

世界中をめぐった彼女の説明を開く時間とは外れていたので、残念でしたが、展示写真から、彼女の経験

は、理解できました。最近、若い人は、どんどん世界に出ていきます。ジャイカへの貢献も見聞きします。

今後の人としての彼女の生き方に、いい童三響があると、彼女の表情がそう奮っていました。

次に、愛大「えみかjへ。愛媛大学と地域の連携で作られた製品の鮫売で、話題になっている場所です。

東温市の蔵元と協!奇したお酒や、裸麦ローノレ、藻主革、真珠、柑橘等。愛媛県の各地域や錨人と連携して

愛媛大学から、愛媛そ発信したい姿勢が理解できました。さて、売り上げはどうなのでしょう。

そして、今回倒会の目玉。愛媛大学ミュージアム見学です。

このミュ}ジアムは、 2009年11月148に一般公開を開始したそうです。館内は、 4つの大きなテーマで、

麗開。 r進化する宇宙と地球J r愛媛大学と愛媛の麗史J r生命の多様性J r人間の営みj の各

ゾーンでは、子どもから大人まで、楽しみながら知的好奇心を刺激する仕掛けがあったり、くつろぎのスペ

ースを設けたりと、リピーターを促す工夫が髄所にありました。時間の関係で、ガ}デンがいいねえといし、

ながら、ゆつくりできなかったのは残念でした。ですが、入場料金がかかりませんから、気軽に再訪も。

それでは、私が見た愛大ミュージアムの中でも、特に、印象に残った麗示をご、紹介します。

「吉生物jコーナーのアンモナイトの大きさは、直径約65センチ、重さ約90キロです。サハリンのナイパ

地域で揺散されたものです。今から約7500芳年前の白亜紀後期の地麗から発見されました。この巨大

アンモナイト辻オープン麗示されていますから、実擦に触れてもいいのだそうです。見なし、とわからないと

患いますが、本当に大きいんです。又、アンモナイトのこれほどの撞類の展示は、全冨でも議だそうです。
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「地球深部Jコーナーでは、地球深部ダイナミックス研究センターの研究成果で、ある、現在、地球で、

最も硬い物質「ヒメダイヤjが屡示されています。黄色がかった透明のダイヤです。顕微鏡で、その輝きを

見ることができます。このとメダイヤが人類にどう寵われているのか、興味が湧きませんか。

「昆虫jは第3ゾーンです。大学には、半世紀以上かけて収集した120万点の昆虫摸本がありますが、な

かでも、甲虫(かぶとむし)に関しては、役界でもトップρクラスの撞類と数を誇っています。一度には、展示

ができないので、槌時入れ替えて展示されるそうです。夏抹みの子どもたちの見学場所として、とっておき

ではないで、しようか。又小、中学校の遠足にもしw、と思います。

企画展示スペースに、 fアロサウルスj、肉食恐竜だそうですが、化石標本が展示されていましたの

アロサウノレスは約l1I意5千万年前のジュラ紀後期に生恵、していた大型肉食恐竜で、化石は全長7.1m。

化石とか剥製とかを見る機会が時々ありますが、これは、本当に全長すべてがきれいに保存されていて

素晴らしい化石です。冨立科学博物舘のご協力だそうです。アロサウノレスの事が良く理解できるように、

悪示の仕方が工夫されたものでした。映画「ジュラシックパークjが、全て、映蟻の中だけのものではなく、

実際に近いものとも言えるんだなあと，患いました。フィルムもあり、楽しい空間になっていました。

f生命科学工学jコーナーは、時々、マスコミで、敢り上げられている「無細鞄タンパク質合成技術J1こ

関認する麗示。務究内容は、私にはまったく理解できませんが、没界初の全自動タンパク賓合成ロボット

の初期号、 4万倍に拡大した人間の細胞摸型などの壊示がありました。この技術は、ノーベル賞ものだと

言われているそうです。日本の中の盟国の中の愛援から、ノーベノレ賞を受賞する期待のかかる学者の存

在は、うれしい限りです。愛媛の人の期待は、実に大きいそうです。

ミュージアムの見学も終わり、次回例会の相談を大学構内にある大きな木の下のベンチでしました。

気塩は暑いのですが、豆木の下のベンチに麗り、そよかぜ安感じながら、心地よい10数分間でした。

しifし、学生になった気分を味わいながら、そして、愛媛の知的財産も少しばかり理解した気分になり、

6月例会を終了しました。 皆さん、お疲れさまでした。

(M T) 

ミ奇 F

回忌
J
U



、、j持席。ピ=
込ぷ吋 ， f 

Z書箱詰量豊富喜霊東逼市汚職

{¥  
時警装空tsM襲市豪塁五百壁

ム:謀議2521皇警
山;作品盟議最 55iEZZ量謹:警護

iak謀議限時壁書草子空報詰め戒
選で、2量需要員レ場輪開会ziょ2雲jzi会
」暴言語忌超えEF223詩譲先議警職

ミ議ぶ議室控撃警お会詫復裏 禁日零譲あ告書、宗今三重墾

:;;;;: !時i長龍;誇;i臨;霊寵i島i語寵量i譲語語語語iiiiiλJii;¥¥i，，J詰;::

1;i語謡j語韻;器耕3諒醇;持嬬害斡轄3諸欝i襲欝?韓量轄E軒E諸量 lγ:jちW徐的伊お碍夏干?宵苧巧?γ貢耕
熊

i語躍1軒宮Z詩諜2謹害5誇詩?誇号?臨i住E完型!嬰ii巾

352書官警暴言語ti龍三
控訴謀格皇室戸総患5113ddPM豹

話器開231izzfjillEE締 tt¥
ド tf:'?盟主:ib否官単 一と千二'詣寄 与メ憲 '~ié'抗、そ

6 



カーテンの隙間からかすかに入ってくる光に目覚めるのが、 4時半.......5時。一日の始まり今日も元気

に過ごそうと、玄関に出て新聞を取り込む。布団の中で、先ず一面と地軸を読み、次は最後から読み進

んでして。読者の広場やてかがみ(婦人投稿構)は興味探く読み、感動したり閉じ考えだと嬉しくなる。

この朝のひと時が私にとっては幸せな時間であり元気をもらう時間でもある。年を重ねると誰にも迷惑

を掛けず、布団の中で知らぬ需にこの世を終えたらと願うが、神様がそれは許して下さらないだろう。

私の父親は結婚が遅く、子供も多かったので働いている姿しか残つてない。いつの間にか肺癌に冒

され60裁で亡くなったが、自分の命も終わりと梧り、東京に住む妹に、大学に通っていた娘の四女を頼

むと、弱々しい字で葉書に託し、それが届いた日に父は命を落とした事は、母からの話でよく覚えてい

る。神の成せる業だったのだろう。その時の妹が今や67歳でピアノ塾で自立した生活が出来たので、

父親にも東京の伯母にも感謝している。

その時中学三年だった弟が、姉鎌の簡に一人だけの男子で、父なき後母を圏らせた生活しか出来ず、

皆に迷惑を掛けたが、ある日突然、墨から電話がかかり蹄鑑と診断され進行が早くあと半年か1年の命

だという。

え、と頭が真由になったが、近くに住む妹と二人で県病践へと急いだ。少し痩せた暗い顔の弟がベ

ットの人となり、私達の顔を見るなり男泣きに涙が止まらない。もらい泣きをしたが、涙する弟の人間性に

触れた気がした。

死へ向かう恐怖なのか、家族に迷惑を掛けた反省なのか、見舞ってくれた嬉しさなのか、分からない

が、人関誰もが感構を持ち涙する事は多いが、明るい顔にあふれる涙でありたい。

話を酷いていると、少し疲れ足が立ちにくくなったので嬢と一緒に、県病院で検査してもらうと、もう脳

iこも腎臓にも転移していて手術は受けられず、抗癌剤治療しかないと言われたそうだ。

父親が肺舗で亡くなっているのだからDNAからして検査を阜めに受けるべきだったと家族も姉妹も言

うが、本人が、「私が病院へ行く時は死を患ってくれjと言う程、韓療で医者嫌いだったという。今となっ

ては、少しでも命を延ばすこと、苦しまずに皆に5;}1jれを告げることだと話し合った。

1国自の治療が、 6月lf:"Hこ終わり-J.t家iこ帰るそうだ。 99識で一昨年亡くなった母親の法要がある

ので、仏前で母親に報告し、「私の所へ早くおいでJというか、 fもっと命を大切にしてjというか本人だけ

に麗こえる声だろうと思う。 (Sa.K) 
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高鑓出{標高 1982臨〉

5月 31誌に茜宮本の最高蟻で鯵警察の山・語いっiまいの出として知られる事鑓uiに登った。

午欝5時超床、 6時山之内公器館でS夫棄と待ち合わせ、括部公畏館でf可罪ジーダーと合掩

して、土小墨コースを登る。さ長特持関iま霊童ち 2時間 30分、下り 2時開で歩行車離は、 93脂質

{約 23患〉で摸f可悪から器だる村を4詮複したことになる。

20 代に-~霊登った時は選も悪く、鎖を霊堂ったが、今E憲法よく整構されている安全な道で

いろいろな花を楽しみながら撃った。石鑓山の春iま雪解けの終わった山麓から徐々に出頭

iこ向かつて訪れるというが、出の高さにJ;tじた多麓多様な羅物に、 sさんi立写真を蓄量ちま

くっている。 iおしゃくやくの群生が岩場iこ見えたが、危なくなかなかカメラにi読められな

い。以前は近くでゆっく呼鑑糞できたが、心ない人々の苧はかか号、近場辻絶えたという o

少し登るとアケポノツツジがみごとに襲警詑していた。UiI震に近づくとイシヅチザクラの缶

詰が私達を適えてくれた。勝出頭上iこ着いたのは 11:30、平語訟の拡大勢のグループが重量つ

ていた。

塁悪食をとる。これから最後の山1露天務岳までは、危換金岩場を建議室しながら整ること約

10分で弼遣できるというが、手の麗く所iこ見える天鵜岳以外は麓に告まれ鰐も見えない。

関もようになってきたので、あきらめて下山することにした。

覇は晴れていたので、カッパを愚よiテジャケットに入れかえたのは失敗だった。山の天

舞iま変わちやすいということを肝に銘じた。ヲーダーが傘を持ってきてるからと、カッパ

をぬいで貸してくだ、さった。

以前主人と開歌古漢谷をさ暴いて東三方ヶ森に登った時、患をすべらせて本にぬれ泣きべ

そをかいていたら、 F量分で立ち上がって夢けないんならここから縛れ」としかられた。

私誌黙ってもくもくとき辞いたのを患い出した。山へ登るということ誌、関違ったら命にか

かわるということ。これからは人に迷惑をかけないよう装犠し、行動できるよう心がけよ

フ。

中緩まで下山したちui岳教草寺撲の入選が書!I錬で登ってこられるのに出選った。ご苦労さ

まです。気をつけてと声をかけ合った。幸い途中で離が上が号無事土小麗にたど号ついた。

このところ鑑いi-Uで地較的楽なコースを重量っていたので、今麓i立高い出己主主ったという特

望号な味わいがあった。

石鑓の

七名人生
争事

ilIもよう (S • M) 
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34年轟舎に九掛へ

5月18・19臼揚高鞍一拍で夫と二人ドライブ鰭行に行ってきました。昨年

5月にも今時と関むコース@ホテルで行ったのですが、天気にもかかわらず

由布岳が震に腫れてその饗を見せてくれなかったのと、ホテルの露露天蟻呂め

気持ち虫さを再産体感したくて、歩し早めの護軍生日プレぜントとして出かけ

ました。長い文になってしまいましたが義付き合い下さい。

九舛すといえば34年前、新婚擁行草寺電車で出丸補擁行〈フェリ-27畠審 5拍

熊本@麗毘島@指審@えびの高額@宮鯖〉だったのですが、色々調べ見て囲

った競行で誌誌かったので、今度は行きたい頭をしぽり密主藤告ない小撞行を

棄しむ事に口昨年誌、オレンジフェリ一八瞳長舗2: 5告発 臼杵5: 15蕃で

自の出とともに移動開錯。自露骨Q)麗関から五ヶ轟m(護岸工事を進めていな

い美しいせせらぎと蓑艶を饗しめました〉を臨めながら高千種輯へ時議中

「遵の量買jをいくつか立ち寄ったのですが朝早かったせいか棄しめず、 「道

の華民 高千韓jでやっと朝食。スピリチュアルスポット巷諜識〈高千議事神社

天岩戸神社@高子融鰻〉轄の至る訴で神の気置を感じられ、ゆった与とした

気持ちに註れた気がしました。高二子事量巷重量iこ開基華方極へ。通量むBこつれ伺轟独

特出景色が自に入ってくると一気に美しい出並みにつつまれ、 33年蓄量りの光

景に少々の輔さを蕗むる詰ど時雄大きιfE観されました申目的窃やまなみハ

イウェーにある F九鱗茎犠の杜』へ。擁行冒頭、韓轟轟本孝明Eえの韓画j麗Bこ

行った襲襲、九重量露関高躍に美鑑館があることを知暫パンフレットをZ憂いため

で語れる事に。麗本孝朝美番重量喜.大野勝産英語音盤@中村通量農業鋳豊富@意華麗嘉

三・前臨建撮量写議室喜.ギャラリーショップが自黙に臨まれた重量構内に点荘

し観性晶ふれた作品に触れ至福晶一時巷轟ごせました。 r九掛芸鑑杜』を出

ると景邑諒一転、乳自龍の世界』こ。この鐘 F九重夢大吊轟』に立ち寄る予定

でしたが、無理そう器部で〈天離の悪い状態時措通行できないそうです〉事

故に気をつけ誌が告審へ謹行曲議事事量的簡が近付くにつれ天気拡圏鏡、太韓議

さえ出ています自ホテルにチェックインし、タ倉喜善4こまず蓄量泉へE 費拡ー轄

の大搭場が男性二階が女性、覇試女性が一瞬男性が二購とえまっている的で両

方棄しめます申先記入識を務ませ?と夫によると、 E島高岳め勇望警が正面に晃え

る関盤的な量露天皇量呂で気持ち良いとの事、ち主主みにニ韓聖母お麗呂諒一人摺の

告



丸い鞠器製の諮構が三つありそれぞれ番号が棄し諮るものと、普通の搭輔が

あ哲半露天麗呂でした。さっ試暫とし会籍料理を輯蜜食事農撃で堪能、大講廷

で毒事撞に婦りもうー麓お愚呂へ。のんびり半量露天に入暫揮麗に婦ると夫詰す

でに夢の中。昨暁は寝ていない犠なもの、昼間詰ずっと運転でお盛れ韓でし

た。君主も曾時過ぎに拡蕗に就き翌朝5時までぐっすり。早速一瞬め露天麗呂

へ、重審Bこ包まれた出布岳の重きが墨絵のようにうっすらと見え、野島由鳴き声

を関き訟がら母親露天に大講足。朝食までに嬬切支蜜をし朝食へ。和津若干葉

パイキングをたっぷ号議書、蓄量布擁護主叢へ由昨日、車輩、品見た犠子は多くの

観光客で賑わっていたのに、とても静かで関Ji5準舗をしていたり普麗的生活

が戻っています。小さなエリアではあ静ますがのんび暫重量鐘悲していると 2

時開程度歩いていました。その墳に拡土産鞠癌が関臨し人が増え捨めたので、

監車場へ婦暫今輔の目的地、韓れの曲事盤撃事三家の『山荘 無量購』のパブ

リックスペースヘ。お窮のオリジナル高品(護憲章ま料@金品・アメニティーグ

ッズ等〉を構えたシヨヴプで自分への害事士重撃を購入。さすが韓三家、黒母ス

ーツを著たショップの方的対馬主もキチンとしていて違いを感じ醸れました。

その後、昨日行け誌かった『九重夢大品構』へ。き暴行者専期吊覇として詰

長さ3関頭、高さ113盤でともBこ日本一、連くに九重連出@自の萌と足元に詰藤

く入り謹んだ九語学諜の鶴子m諜谷が追号迫力構点型重量豊富もの識があり、轄高

777麹からの臨めは艶景でした。揺れる事も無く無事草壁ることができましたが、

警舗の為かガードマン数人が常に轄を謹題していました。近くのレストラン

で自舞金系昼金を離号高速で目許市へ。議中、議事岳PAlこ車幸止め議毒事岳

を真近に臨めると天気は良いのに頭に塞が欝かり、全体を見せてくれ誌かっ

たのがとても豪華金でした。白特車へ阜く著いたので f関宝 臼杵石仏』へ、

平安後期から鎌倉時代にかけて揺られ、麓模@数量@賓の高さきは比類のない

鵠宝石仏群o 60余体の欝盤仏は千年の鍾繭に堪え、ひたむき註信陣的あかし

を今なお残している。長年の議月巷かけて行われた保毒事基理工事告平成高年

に轄え、その時に頭部の重きで親しまれ古関石仏中の大自弼来事量も本来の饗

〈麟とー捧に註号〉にかえり、日杵購撞仏師韓関体が、平成7年喜重宝に寵定

された。独身時代社員藤仔でここを語れた醸、大田知来鑑の麗だけが豊かれ

た霊きで、愚離をしのぐだサ(JJ議い軒があ号金舗で関われてい士記舗があった
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のですが、立離な建鞠品中に安置、開圏も公開』こ整輔され昔の党議が壊かし

く思い出されました。夫i主観めて的場所だったので立ち寄紅て良かったです。

17時30分のフェリーで九捕を畿にし、お天気続きで長い擁でした申

今醐は、宮崎での口蹄疫拡大の報道される関躍に予約していたので、心脅

しさを感じ誌がら出発しました。少し融が強く 15分程喪臼杵到着が遅れまし

たが、運れた時間分昨年より明るく、日杵の早朝の時中を走り接け開藤方面

に向かつて閤道 (502号......10号--57号〉をひた産りました。途中3ケ

所の f道的駅J，こ立ち寄りましたが、朝カ電車すぎてトイレと自動醸売識のみ

の利用で、体重量巷か担て持率した簡単な朝禽を離暫韓両巷し出発(真新しい

避の車問でしたがトイレの靖嬬管理が重量く搾れ悪臭にガッカザ〉開藤山をぐる

りー囲暫のコース〈約60臨〉安巡る事院由坂撃を轟ぎた品たりから開蘇外輪

出で最も標高炉高い大観鱒〈釈蓮華の寵喪 a理繋護霊験に備えられる開藍五岳)

を遠くに臨め誌が§雄大詰自黙と独特の鷲雛を棄しめる開藤由まず、阿蘇大

輔から来場へ。(神話で誌、阿蘇開鮪の事事カ電車買離した来を轍み上げて出来た

出といわれる〉お擁をひっくり是正したような形が申象的。草千盟ケ誤へ起を

伸ばし葉輔らしい草顕著E擁められたのですが、合蝿並の強麗が吹き写真を撞

るため車から出ると体が蝿Bこ持って行かれそうでした。開護憲大輔へ戻り藍325

巷護み F自JII水量重Sへ申名水百選に麗ばれた書聖水で鶴本を代表する求額舗で、

毎分60t水量益拡年閣を通し14"Cと一定で議瞬疫が高く鍛みやすい軟水母擁き

出している場所は手を入れると触れられそうなの拡1.8闘と諜く議明醸の高き

が分かります。水離の鱒Sこ喜善麦躍があったので早めむ昼食巷と入ったのです

が、残念な昧でガッカリでした。この畿、童265のつづら折れの箱石毒事巷議室み

今回の目的でもある f長構議員泉jへ。重量度・轟度・語露出量ともに全閣有数の

炭醸泉轟患は、久住出麓の丘離職に晶る揚(/)里で語審捨場として長い費量史があ

る。名鞠拡芹mの誠れの脇にある共同露天皇轟呂の fガニ議j があそ}ますが、

水着を持参してい註い私たちはドイツ騒建築のモダンな市営の立ち寄哲人議

スポット f長揚議員泉接聾文化館 鶴髄轟jでお構悲講嘆することにg 九掛鶴

f議長泉かけ識しj宣言の長場糧泉組合のパンフレットによると

議費 鰻重量泉@蝶韓聖水嚢撞泉

人搭効能 高血圧症@神経痛@韓性度躍苦痛@捨え性@韓性摺化器競等
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飲泉棄事費量 轄巌鋪@軒麟病・蕗蟻@管毒性鰻重轟@犠牲謂ft器購

早速、人口で散泉してみましたが金蝿巣が強く訳出拡散めませんでした由重喜

天は少し捕りが晶り、ラムネ鑑皐ts.らで怯曲全身融に包まれる挟曜を期待し

ていたのですが購念誌がら体験できませんでした。月ーで自幹からここを訪

れるという方もいて長く付き合ってみZまいと轟じ抵い良さがあるのでしょう由

人語能少しぎらつき感が島りました。 ffをかいたので水分を醸静売臨で珍し

い「豆鹿アイス最中j をベンチに臨り金べ鱒巷暗ましました。豆輔の害時舎が

多くすっきりした甘さで美味しかったのですが、大きくて (3鵠問〉おなか

ー訴にな静ました。長轟轟泉を畿4こして裏道から轟毒事態語へ。

ホテルへ入る舗に、お土産を購入する為轟布襲義的資Iへ寄り道昭小繭変じり

のお天気にも輔らずガイドブックや土産鞠袋を持った観光の人々が大勢時中

を棄しんでいます由験車場に車を置き今舗の目的の場頭、議議事髄語審三家の

『曲事院 玉の蓄量』のパプリックスペース f曲事院車jへ。全国からセレク

トされた雑貨@描内で鰻われている食器難@オリジナルの食品輯〈ヲャム@

ドレッシング@翻議@お葉子註ど〉無暴露加にこだわった醗晶が多く、常語義鋸

管出来る髄品安選んでレジヘ。耕の件君事表密着ft.ショップの方耕一つ一つ子

平く包んでくれ非本縛離で出来たペーパーパックもステキです。鶴土産期に

と小襲も購入した醐品の霊堂だけの枚数頭いてしまいました。(エコに反して

しまいました〉おっ与も新券で頂き、接軍事態度もきちんとしていて、ここで

も違いを感じ取れました。買い鞠巷諦ませ今を霊的窮へ由

昨年と同じホテル広チェックイン、部躍に案内され aあら、去年と閥額で

予約した拭ず抵のに'と思うことがありました。まず、ツインの儲ず誌のに

痕い@憲からの景艶が讃路鱒でボイラー膏がかすかに関えたのに、ホテル的

障が見事室せ曲高岳が正面に見える@ウエルカムカードとオリジナルコースタ

ーのプレゼントが賭意されていました。毒事衣に着替え、私拡二瞬、夫拭一種警

の大詰草場へ由護軍から見える由高岳i主審拡離れたままで爾も大障り 4こ。一時の

んびりしてからタ金安取るためー構の輯寧食事豊島へ。昨年拭懇の註い鱒塞だ

ったのですが睦が見麓せる臨時の輯室で、これもリピータ一審へのサーぜス

でしょうか。ちょっと残念だったの拡食事が今一つだった事。昨年のメニュ

ーの方が主主家野みだった気がしましたc 書事麗4こ羅号、朝日の行動をガイドプ
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ックを晃誌がら謡し、天気tJ:ら F吉野ケ璽轟轟J r輔JIIJ爾な邑 f九耕圏立

博物館jへ好くことを決め早めに掠に麓きました。タ患の麗誌本障りです申

5時前には自が党め、語t{oカーテンを開けると出布岳が望号を見せて詰いた

のですが頭は雲の中。語拡止んでいました。早速、一種警の露天蝿呂へ串今闘

拡一番乗与でした申議の声を開き畠高岳を臨め認がら唱ったりお講を棄しみ、

ふと横を見るとサウナが新設されています。私詰苦手立ので入りませんでし

たが、要望が晶ったのでしょうか。そう言えば JTBで予約をした額、男女

の大議場を鞭と朝で交番しているのも昨年からで要望を実現したものだと開

き私達詰ラッキーだった事を知りました自部麗へ戻り、婦事支度をし一瞬的

朝金場所へ。昨年パンが甘めでしたが食事系の昧に変わっていて美味しくい

ただきました。書fHl量へ震ると轟が晴れてきて短時間でしたが由高岳の爵重きを

見せてくれ麗わずシャッターを鵠暫ました申記念にと私謹も入ってパチリ。

チェックアウト巷し、小爾交じ暫の中 f九捕国立博鞠館jをめざし高速で太

宰蹄方面へ。事告1時鰯半、大分自動車道~九輔自動車道義産号、筑繋野ICか

らのコースに諮って太宰府市的町中をくねくねと人事組んだ避を進むにつれ、

さすが太宰蔚天講宮の指遺書元 京事事のような地名三条 a 五条tJ:どの名害事があ

号ますg フェリーの時間もあるので〈京都の北野天講窟へは行った事がある〉

「九耕輔立時鞠館jへ。駐車場か品小高い出を公盟都犠Eこ整輔された百駿抵

どの階段を上がっていくと F何 ?Jと自を嬢ってしまうよう語、とてつもな

い鞠体が自に飛び込んできました申縛をイメーヲした鞠誌のか、出の麓離な

窃か、一面スモークガラスで覆われ、それに対岸の出並みが移り込んで臨静

の由々と一体化されたようえE摩調不思議電麓鞠ですロ今、特翠華麗 Fパリに嘆

いた古伊万型の華』が行われていて、 f文化交掩麗〈平手書握)Jも特望号麗の

チケットで毘ることができるそうなめで1300開〈平常麗だけ誼ら昭島問〉の

チケット者購入申中に入るとアーチ状的高い天井に驚輩、エスカレーターで

F文化交韓展示室 f揮の遇、アジアの路JJまで一気自こ上が静ます。この麗

示がさすが毘立の博鞠館、分か与やすく、見て酪暫やすく、見るもの全てが

キラキラと輝いて見える。麗示轄の誌とんど菌室か関宝盤、それはそれは葉

晴らしい麗示物ばか与でした申中学生や大学生が大勢来ていましたが、自を

輝かせ誌がら熱心拡見入っていた的拡大人だったように毘えました。是非、
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普さんも語れ体盛してほしい頭です。

3 睦 r~{ リ iこ咲いた古伊万里の華』的援示場へ。日本で作品批鞠が世界を

軍監事署する、それが鐘閣下母江戸時代にもあ静ました唖静万里蝶患部重量器がオ

ランダ東インド会社によってヨ一口ッパにもたらされると、王様費量長達はそ

の美しさに魅了され、韓れの対象にまでなりましたa 日本とヨーロッパ、そ

して中間安含めて、揮を越えた文化交誠が生み出した輪出向けの伊万里輔君豊田

ヨーロッパを盤了した華重量3こして鞠購豪華註伊万里離器の霊堂々でした。

第 1童書 離鯛輸出の捨まりと語読{童文議式、 1660.....1詰年代) 3 3点

第 2章 妻子評を帯した日本離器の轟美〈麗宝議式、 167君~開年代) 4 1 

第 3章宮騒を鋳る鞠輔豪華註対護〈元議議式、 1690--1730年代) 11点

第 4章歌掛 輸 出 の 衰i量〈享保麓式、 1130--開年代) 2 0点

パリの地で鞍集されたusuicollection斡1喜朗点的中から 165点の名品を

よ与すぐって紹升されていました。とても韓覇軍誌作品か告金で鱒込れき色rJ

やか草作品まで、一重詰見てみたかった逸品を一堂に鱒費するチャンスに憲

まれ、駆け毘でiまありましたが語れる事ができ幸せな時開でした。 rパリ記

咲いた 吉積万霊的華』の関盤拡 8月13日〈日〉迄唖今後の特蝿騒の構事震と

して2011年 1月18--2月138(日)ゴッホ麗〈オランダ的ファン@ゴッホ

薬舗豊富とクレラー=ミュラー美衛館的コレクションから宮本額公開作品を含

め、抽霧画約35点@素擁艶鞠点、ゴッホに絵画技法的基礎を手鑑どきした

ハーグ謙のそーヴや、パリ時代に出会いゴッホに彰響を与えたモネ，口一ト

レック@スーラなどの抽欝画斡30点を麗示〉が開催されます自日本麗め翼覇軍事

中誌、太宰揮華麗道選霊蓄が非常に麓雑すると予想される的で公共交通磯関で日

曜かにウイークヂーにも欝わらず博鞠館付近で誤轄していたので、体日註ど

拡大変な状読に抵るのかも知れません、ご韓議進母フェリーの時臨までに

自特車まで錯る時鶴を考え、最長2時鱒 3草分の語審荘時開しか離れず事堂麗

と特車時騒巷露軍け足状態でめ鱒賞でした由

小爾模樺で詰あちましたが九捕を畿にする事が出来たのですが、八望書誤4こ

費i着しての大掃にびっくり、事故に気をつけながら韓UJ1 C'こ無事着けた酷

ですが、インター出口で麗韓関犠のワゴン車が撞転した曜輩、静的事識があり、

運転手の無事を新りながら、家臨拡就き私たちめ麓を襲えました。 lA. M) 



入野松原とウミガメ
6)害時器、昨誌の爵とは一転し轄から強い犠射しの中、夫と二人で誤へ散

歩iこ出かけた。時折しずくの落ちてくる松嬢を謹ち抜け、 i訣君整難のラッキョ

ウ婦を過ぎるとまぶしいiまかちに輝く出い静換が開ける。璃轄と員穀で出来

たピーチには諜が押し寄せ、セメントをぬったように軒いていく。重要を下ろ

し、きめ縮かくさらさらした診の感触告しばし楽しむ。ひるがおのピンクが

映える。寵爵iま遮るもの一つ設い太平禅の果てしない海原。葉一つない空と

島一つない講を一本の織がi2{罷る。水平線を境に謹みきった青色の違いに器

をみはる。事者野を背にしたサーブア}を乗せた岳い設の打ち寄せる音。速く

で響く鎮の声。亙惑を金構しこの至揮のひとときを全身に受け入れた。

ここi立高知県黒潮昨。 4闘に豆号数十万本のクロマツと砂換を擁した高知

県立密然公爵の入野揮岸。

老人と著者が近づいてきた。「その向こうで晃つけて、とってきた誌かちょ。

やわいけんど、つまんでもかまんでj と老人は籍を是充へ置いた。砂まみれ

で麓卵したばかちのウミガメの揮。色も大きさもどンポン玉そのもの。道主る

惑るつまみ上;ずてみる『あっ j チヨットへこんだ~ rかまん。かまんj と。

敢耕妻子きの私、言語をしているうちに fこの卵、解イヒ場へ持っていくけん一緒

iこ行こうかj と。付いて行った。

波打ち欝から離れたところに鱗で霊寄った小墨。~律的側、射が離れるくら

いの深さまで穴を掘り「鄭を穴の中に入れてみんかえj という。これまた恐

る器る 2錨ずつ穴に入れてやる。そして丁寧に砂をかけた。 114舗あった。

よく見るとその小麗の中i立たくさんの立て札が並んでいる。番号と舟毘と謹

まっている卵の数が書記されていた。今年拐めてア完ウミガメの卵を採取した

の誌 5丹凶器、私が埋めたの辻 15頭話。一議で 1001罷余り皇室期するそうで

この小麓にiまざっと 1600~1700 濯のカメの弊が鎮護されている。麓要望から鰐

fとまで約 2ヵ月かかるとか。老人法、ウミガメiま護持する時、穴;こlまと;まと

上から落とすので誌なしらせん状に麓み付けると教えてくれた。

後で分かったが、その老人i立地元の元小学校の授長先生でウミコザメの保護

をし、子ども違に体験・指導をしているλだった。

今E霊の嬉省の醤的辻、絵本主の中にある賀護人播宮の宮需をしていた義母の

弟である摂父の一年祭に参列する?とめ。その老人は叔父をよく知っていた。

患い出話をしながら「諺おんちゃんj がカメに生まれ変わってこの誤に揮っ

てきたので誌と患えてきた。
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夫;まこの韓、この松原が少年時宍の遊び場罪史、ったとしづ。その噴コウメも

遊び体罰c 揮を失較した号、カメの背iこ警告った号、再是を議えて乗れる誌の

大きなカメもいたとか。当時i土曜(J)幸は豊富で、静勢権者もあわびも語審れiま

たくさんま襲れ、中学生の噴iこは大人iこまじって地曳鱗のアルバイトをし、告

転E撃を買い、高校までの 10協の道のちを往饗したそうだ。

もう一人、老人と一緒芝、った著者辻、元サーブアーで出身辻三重県、神戸

に生んでいたが 8年前にこの場所に魅せられて移告。 奥さんは地元黒額町の

、年齢は 30議半誌、?でなか悲かのイケメン。砂操業欝舘の事務罵の設事を

しているc 捗浜美構館と言っても建物誌なく入野の海岸そのものが患然・鹿

景・人がアートになる薬鰐舘で館兼さんは議lこ鑑み時々姿を現すニタジクジ

ラ。 Lf:3 r諜読物麗j 長""10 J3 rホエーノレウォッチングJ 5月 rTシャツ

アート襲。シーサイドはだしマラソンJ 8 J3 rシーサイドギャラジー 憂j

11)きf轍騒のキルト麓J rll J1ラッキョウの詑鬼J i静丹藤葬tiJなど多

彩に難しめる所。また、多くのサーブァーがオートキャンプをしながら年中

霊される場所でもある。

この喜然環境に麓せられて題内@タトかちの移鎧者がいるとしづ。符設も理費

撞的に推進し支接している。

さて、私が壊めた弗iまお盆の嘆iこiま欝化する。無事iこ揮に簿る姿を晃墨

い。 TE豪華芝休み、東京に生む一年生の葬、にも見せてやちたい。

〈ぉ臨k)

ウ道ガメが蓮華覇中iこ諜警護霊す翠癌

ゥ~:IJ:メ4号車轟V(/)葬式まιぐt""i穿量子渡ιτ'/， iil)c:舎が'i;';l乙 I*~亨(/)爵3舎も密葬岩重F最重説L

て~ Iil)(，顎I:lifl歩道宮違憲~/J，撃がて宇't!革法dうすれエず岩手五番ベ.fJé設に麓r.?j(-'61.. lつL，.J;/.ご蔀み

認識善意ず威子(J)ままだ辻#月五ご善童話予lÍ纏議ø -z字、離~，書癖(.差必ずA/Jか長4曹長子宮F

護者諸ιτL唱のずす。 -f:lz;拭産評議f罫Lぐτ遊山τ"1高ct'5I::，J害J童謡審議です。

職塁3謹E震で才3えとメス(J)牲が決まる

轟言語安部騨て留める点ふ舘f.，~ず訳語辞(/)，議選曹fごよって才:?:.JJ宅金星空説 τ侍/Jl〆'.ÃJJf

t重要おでど'.f>;6\j;害車君主/まず。 291ß五百止宇品〆A説明(~吉若島、 291:.普捜議若t!:;f:諸説宅事

〈盤星空弗τイ喜子'51.アれワニ4空母騨i::t.鐸'Ceとラ本塁署員舞'JJて霊長:Iz.fJ-f歪です。
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擁 壁覇

水路に水が勢いよく諮れ、次々に賠植えが進んでいます。植揺にi立幼い蓄が整黙と並び、本

塁言i立璃りの景患を映して農めきます。燕が抵く譲留し、上空で不知揮が暗き交わしています。

諜iこえZると較の合唱が始ま号、石垣では蛇の設け穀を晃つけました。生舎が躍動する季節です。

福縄県糸島市の NPO語人f農と富然の耕究所J(学課豊代表、 894人〕が「地球環境基金jの

場戒を得て、箆農学者の嬬谷圭捨誌を中心に「開んiまの生きもの全韓Fスむの改訂騒をまと

めました(韓日新需が針。水留にiま荷と 5668韓もの動櫨鞠が暮らし、改めて、自本の水田が

生物多難牲の宝麗であることが浮き膨りになったと言います。金彊ヲストiま2む00丹。問い合わ

せiま宇819-1631嶺関県糸島市二丈毘地謀 1168 農と自黙の耕究軒。曾092・326-55950

チョウが好む草花を学校で育てる活動の輪が、東京の都心から志がっています{朝日新開6

11説。 f蝶の道プロジェクト」として 3年前に東京都品)11区が事業化し、チョウの「金革関j は

間寵内で 49ヶ所になり、そのうち 11ヶ所は小中学校に作られ多くは環境学習の一環として位

罷づ吋られています。プロジェクトでは 12韓類のチョウと、それぞれの幼患が好む主な草詑を

写真で、紹介するパンフレットも寵布しています。品)11涯は 07年Zまから食車購づくりのための苗

木代やパンフレットの作成費などとして毎年百数十万向の予算をつけています。問機の耳元り組

みi立世霞谷廷の小学校、大田底の先輩センターのiまか欝宮警にも誌がっているといいます。プロ

ジェクトの仕掛け人グラフィックデザイナーの甫孝産さんは、皇屠から丸の内ピノレ衝を接汁て

東京掩捧にある誤離宮藤臨までチョウの道をつくる計額を寵係者と議めているそうです。路地

iこプランターを寵いたり、道路轄の護え込みを活用したちして、チョウが璃を休める花壇と金

草欝を作っています。講さんは「一つひとつの F点Jは小さくても、感覚を縮めていけば鰻に

なり、道になる。ピルの谷関でチョウが舞うよう lこしたい。j

子供を巻き込んでの活動が素晴らしいと患います。

九年前、私たちの伸轄のK瓦.さんが、開じような患いを込めて、構先生の監穫のもとに f“事震

の来る曜時 自然豊かな露づく哲と蝶のワークブックj と絵葉蓄を作与ました。いまや私にと

って手設せないー欝です。

宮鱗県で猛惑をふるっている口蹄疫。畜農家の方々の気持や、治事襲もしてもらえないまま“殺

鮭分"されるキや揮まのことを考えると臓が詰まりますc “殺経分押という言葉に言いようのない

違和感を覚えた宗教学者山折哲韓民誌6/8覇詩書奇麗に叫し百のちと食と賢捨と"という一文を寄

せておられます。起こんどの事件iこ出会って私がもっとも欝撃を受けた証言法、被害のどん患に

つき落とされた農家の方のつぎのよう悲嘆きの言葉だった。「命を絶って命をつなぐのが、おれ

丹仕事c 出欝して殺されるの法解とも患わえまいが、このように殺されるの辻克るに堪えないf

“入額辻動物を殺して食べることを許されるが、動物が人関を襲って食べることは許さない、
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という人開中心の檎理をわれわれの社会がつくった。この人類史的ともいうべき負い霞の感覚

が、殺懇分という無機繋お言葉の膏後から立ちの認程、われわれをふ?とたび苦しめ辻乙めてい

るのでi主主いだろうか"とc

6/11鞍畏新開、天声入語によると 4月21S Iこ亡く記られた鰯襲免護学の先駆者、多田富雄

昆詰言語売新顛に連載していた「落葉餐言語JIこ ii晶穀な無喜善意向j を案じて「子供がたまに発熱

したりするのは、審議蕗との戦い方を費縛しているからであるo ・@成長の時期にここで鞍い方

を学習し金いと、韓議に対する議拭プヲが輯く会り、逆iこアレノレギーを題こしやすい体繋になるむ

免護学者の私が言うのだ。鵠乙ていいJと書いておられるそうです。

ロ鱒擾がこの範轄にある病気かどうか法私立法制新出来ないことですが、家蕃全般が人罪号の

噂鋒にあう掬繋{売上を最譲先iこした、不喜黙な環境で額青されていること法顎ちかです。人関

;こ都合が臭ければ簡をしても員いという考え方はそろそろ変えなくてはいけ設い時が来ている

識に患えます。ブランドという言葉を悲した食材から卒業すべき時です会

苦学年の暑い菱、護主権交代し、持かが変わるかもしれないとの竣い期持を持つ?ともおの、役者

が変わっただけで与党@野党の台欝法告発まっている設治麟を晃せちれているかのような失望感

に背立つ詫々が続きました。そんな中、新しく菅内欝が龍生し、総理就{壬議設での“最少不幸

社会をめざす"という言葉に、今一境期待してみ?といという気持ちに立っています。最少不幸

社会を具現し、デンマークの揺祉態想家、 N.E.パンクーミケルセン的提穫した“/ーマヲぜ

イション開のま璽;舎が護持く社会へと成熟して散しいと患います。“老い円高摸窮"“罷我"“室主題"

等々、議々な襲撃持があってもそれ泣不壌ではあっ"ても不幸でlまないと実感できる“共に生きる

社会"へ予寄って散しいもので寸。

費支額基地移転iこ寵しては詩米合意という二麗需の約束が畿として容在する以上、それを覆

すこと辻、いかむ盟議を撞めることであるかは容易に想犠できま十。しかし、前年安課かち 50

年醤iこ当たる今年だからこそ、“お本iこ基地法必要なのか野副議カで棄の平和を整課できるのか"

翠毘全員で考えるべき持訟のだと患うのです。

堂界各語、特にアフガニスタンで紛争後の撞家における護興と平和講築のための DDR(武装

を指欝し、告らを“紛争墨"と幹するをF勢購賢治段、震欝であり

ベシャワール会現地代表として現主患の人々と共;こ水路建設立どの蜜翼事業の先頭に立つ中村哲

非武装ボランティア「憲法九条部語教j を護唱する加藤誤誌の言葉に共通すること法“憲詰

九条のおかげで宮本の壊力は人を審っけないと矯じてもらえるかち受け入れちれる。"というこ

とですc特に中村哲託辻 20鵠奪三 11見の審議鏡、タト交委員会で“謹上告犠畿の探遺!立有害無益、

百害あって一季ij悲し。アメジカのPRT(地方護輿チーム〉あるいi立NATOと!立無寵棋に、言本

告にすすむなら培、武装解議プロジェクト、外務省がおこえ立ったプロジェタト;こ充分帯繋が

もてるノと っています。静勢鰭賢治丘辻“器本罷憲法お書官文法霞本人立法もったし ，
 
，
 

o
 

、、一宮

と します。もっと ちの言葉iこ藤重量iこ舟き合っ 、と患いますむ



今、世界中が不幸に覆われているようにさえ患えます。紛争、舞踊、疾構、災害、その中に

i詰立先進麗のヲ}ダダ、一譲の

なくえ記zいよう iにこ患えます。“賛しくてもよいから外麗人の支番号を受けたくない人々がいる。露支米

の失欺は錨値観を押し付けた婦結だろうJ'と加藤麟民i立語ります。

正義の為iこ、平和を守る為に、と患い込み、設装して自分譲にとっての H非正義押と戦うの

です。自々遠くの地から、死者の数が師数宇野として報道されます。数が少ないとホッと牌を

撫で下ろします。でも、たった一人でもその人にとっては一つしか語い命なのです。当り離の

ことですが o

カティンの森事件の諜に 7む年も軽たなけれiま暁らかになちない真実もあります。ポ}ランド

人捕見舞 14500人を銃殺すること、それをナチスの仕業だとすることが当時のソ連にとっての“正

義押であると患い込んだのでしょうか。制戦争"は人関の人としてのeむを壊してしまいます。

人類の排出する CO2が地球櫨騒{むの悪露であるということは今や誰もが疑わないところです。

しかし、そ持説の論議塁となる気撞データiこ彊遣と号室識があったかもしれないという記事〈避刊

新額4/15)を留にしました。岳説わ亙しさを守るため、認めさせるためでしょう語、その結果、

関録者遣は巨額の“?星稜化マネー"を手にし、発電中iこCO2を排出しないクヲーンエネルギー

だとして原発が必要不可欠のものだと認識されつつあ号ます。必ずいつかは枯議する化石黙料。

今迄の生活レベルを保たなけれ誌ならないとしづ私遣の思い込み。それらが環境に鑑しいとい

う免罪符の下、代替エネルギーとしての長震発を容認しているのでしょう。賭発誌は、老朽化し

た強選鞠、接麓棄物、持れの勉分方法も確立されていないこと、ひとたび事故がおこれば大静

事が裂きる金験があること立法、毘を撰ってでも。

世界中の梅患で天然ガスや石識の譲揺が進んでいます。もしかしたら、ヲーダ一連にとって

辻気謹データの謹選・設鑑も、震発の意うさも!葡知の事実なのかもしれないとさえ患いたく詰

ってしまいます。本当にむO2離識が必要と脅じているのなら新たなガス顕や詩韓関を探そうとは

しない筈だと患うのですが。

そして今、メキシコ講でおきた療揖諌出事故辻ニカ見たっても、経患の気甑さえ有りません。

謹車 1522盟という地上で詰考えられないような条件での拝業であるにも拘らず、 f可毒立か4/5

の事故わ予兆とも思えるサインを放置し作業を継続、途中の重要なテストも既定の時簡を大幅

拝観縮、チェックの省略、特殊な鋸管を鰻贈すべきところを普通の事撃を告をF君、と悲劇的議観と

しか言いようのない空気比支寵され、事故の持へと向かつて行ったようです。“多分大丈夫"“も

う決めたんだ、。やるしかない (41誌のメール)"。そして、 4120喪、その時が来てしまいまし立。

苓融掘離装置が藤発し、日名の命が奪われ、折れた韻書r1パイプから大量の罪鵠が流れ出しまし

た。事故後、パイプをレンチで締めようとして失歌。強関そのものを提で埋めようとし、これ

も失散してしまいました。メキシコ鶏の権額iま不気味な玉車建立に鱒くさびを2の東諮が帯状に震

がっていると言います。環境iこ支守する童三撃警は主題号知れません。

法人罷器外の岳熱iこまきして余号 iこも議彊iこなってきました。

車分譲が告黙の一員であることすら忘れてしまっ?とようです。

1吉



;容れちれ設い詩があ号ます。あらゆる状設において、患い込みを持し持けない議、議戒させ

てくれる大好きな詩です。一欝、抜粋して転載します。

F贈る費量jよ号「器購事実j 吉野弘 詑神栓

互いに非難することがあっても

非難できる資壊が患分にあったかどうか

あとで

しくなるほうがいい

しいことを言うとき辻

少しひかえめiこするiまうがいい

しいことを言うとき

相手を寝つけやすいものだと

気付いているほうがいい

?頼書草t~ よち「子供託ついてj コウジーノレ@ジプラン 神谷美嘉子訳 註本評議社

あなたがたの子どもたち法

あなたがたのもので誌ない

あなたが ちに愛曹を与えうるが

あなたが?との考えを与えること誌できない

なぜなら披ら法霞分患身の考えを持っているから

鏡らに患分ちょう iこならせようとしてはならない

あなたがた辻号およう者もの

その弓からあなたがたの子どもたち辻

生きた矢のよう iこ射ちれて前へ放たれる

毒する者誌永遠の道の上に鈴をみさだめで

いっiまいあなたがずこの身をしえとまっせ

その矢が遠く遠く棄てくよう iこ力を尽くす

る者の苧によって

長?をしなわせちれることを喜びなさい

る者;立行く矢を愛するのと開乙ょう

乙っとしている号をも愛しているのだから

20 
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!ごみ出前課題よ号i

6Ji 19罫土謹詩午後l時半""'-'3薄まで、きら号東?墨主鑓のごみ出書官議題に参加してきました。くちしの

学審会話議会員で参躍できたの辻私一人でしたので、参態者の義務としてその内容をかいつまんで

お知らせします。

言ヲ畏葬襲境課の諜畏およ部課長講生から、まずは乙あに、きらり東器産がとったアンケ}トで出てきた意

克についてお題審があちました。

事の麓棄物議討委員会段、ご、み袋有料起の方向で道を掠っていますが、が檎告で生畏問。。人

対象にとったアンケートで辻、ごみ袋有料記;こ家主せだと審えた人は62t:}もで、養護だ、と答えた入試11ちも

だったそうです。したがって、長験料、年金者ど軒並み髄上iずの現窓、さらに家野を思追するごみ袋有

料{とを今すぐ案擁するということ拭難しし E状設ですが、いずれは覆実的ものになる可能性が高いそうで

すむその場合、韓韓量的立無料のごみ袋の重喜和枚数を轍らすのか、時期はいつから始めるのかなどまだ

検討中で結論詰出ていないそうです。

プラごみの密数を増やしてiましいという欝望には、現在離向きに換討中で、月4毘の題i誌を考えてい

るということでした。その代わ君、ペットボトル密i設を丹 Hこ、瓶、 f告をf.llにと、額数を議らす方舟で進め

て行くものと撞き合わせでしていきたいということでした。

また、ブラごみはも最経的iこは現在大分の軒昂鉄iこ送られ、ケミカノレジサイクんと雷って、重韓等に代

わる草寺繰蕪として嬢やされているということでした。それ金ら、あまち神経費にきれいにしなくてもいいの

でiまないかという繋時に辻、松出容器を経由し、その殺轄でごみ出し状態の換査があるので、きれいに

してt話してiましいということでした{最終的に離やさないヲサイクん業者に送られる場合もある〉

不離物の分割賦集;こi立平成23年痩からはコンテナが導入され、ぜニ}ノレ袋が必要でなくなるという

報告があ号ました。それぞれ設置されたコンテナに、瓶詰瓶、器拡缶などと入れていくのだそうです。

落ち葉を嬢き苧金どと撞く小規模のたき大は、気をつけてする額りにおいては大丈夫だそうです。くれ

ぐれも、それ立タトのもの{ブラごみなど有嘩ガスを出すもの〉を入れないようにということです。

容器包装ジサイクル法に基づくごみ辻、勉理費を、それを製議している会社が誌とんど負担するので、

できるだ吋ジサイクルに題した方が子宮として試経理費が安くなってあちがたいのだそうです。

ごみ袋のたたみ方で、名前が書きにくい場合があるという意見立は、現窓ごみ袋詰入社で、中霞で安

く持る業者のものが鏡われてお号、不都合設点試その書草壁詮丈をつけて指導しているが、中には、患に

穴があいているという苦槽もあったとし『うことで、この場合法、全部交換させたそうです。

お年寄りから、範大ごみの錨部i説集の言蓄が出ましだが、松u.lのようは葉書で事欝申し込み、件数露骨離

をつける事に詰ると、今よち不告震にまる富も考えられるおで、十分論言せが記、繋だとの事でした。短い韓関

でしだが、身近なごみ爵轄ということで、活発主意見、費補が出て、有意義な講麗でした。 (ToH)
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iお知らせ{

開会のお知らせ

7月凶器{水〉午前日韓ごろ林宅出発

新憲議思議翼運事を爵指します。墨食iま棄奇襲換わどこかでとちます。参加ご希望の方辻

車の都合もあ号ますので、 7j37毘までに称までご連絡ください。

。言護者の声@投稿主主どお待ちしております。

?くらしの学習会で辻、髄時会員を募集しています。

話動会員 20号金持/年 購読会員 100寺再/年

開い合わせ先 τ 号事事一弼4一番多路

E・設lail: 日二二てこ。コ

擁集後記

今留め会報誌、号です。日93年iこ第1号告発行して以来、くらしの学審会も四年

震に入っています。議々とした活動でiまあ号ますが、壊に患がついた着実な活動ができて

いるのではないかと患います。本来え立ち、号書記念号とすべきところですが、今超法見送

ちますcまた、欝畏を鋳る荷かを皆で考えて、決の言言;き号発行を鶴ちたいと患います。今後

ともよろしくお鰻いします。 〈Te


