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              ☆ホームページアドレスが新しくなりました。
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　昨年 12 月に名古屋に引越して、早

（まだ）2ヶ月。『公同幼稚園』にお世

話になったのは、娘がぽっぽで 9ヶ月

という期間ではありましたが、実に

有意義な時間を過ごさせていただき

ました。ただただ、「感謝」の一言で

す。

　名古屋に越してきたというものの、

今のところ、名古屋までの「トンネ

ル」入り口 ( 気持ちの中では、名古屋

にたどり着いていない ) といったと

ころです。名古屋（居住エリア近隣）

は、生活エリアが広く、右と左で事

足りた西宮とは環境が違い、自転車

で移動すれば、どこも１日がかり、車

使用も余儀なくされる毎日です。お

まけにやたらと坂が多く、重い子ど

もを後ろに乗せて自転車となると、

重労働です。実に、西宮は便利でし

た。

　幼稚園は事前に調べていたところ

は、『期待はずれ』で、慌てて公立の

幼稚園に問い合わせをして、申し込

んでしまいました。近隣の人に聞く

と、意外や、名古屋は「保育園」の選

択肢もあるとのこと。確かに条件等

があるようでしたが、所変われば～

で、じっくり腰を据えて考えてもよ

さそうでした。これだけインター

ネットが広く浸透しているとは言え、

肝心なことは、意外とわからないも

のです。『公同幼稚園』で「人とのコ

ミュニケーション」を大切にしてき

たのに、初めての土地で、少々早計で
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した。・・・とはいえ、幼稚園の選択

は、今でも ‘ 難しい ’ と感じます。

　私が『公同幼稚園』を知ったのは、

友人に誘われた「このゆびとまれ」で

した。第一印象は教室が「WOODY」

で、「わらべ歌でお遊び会をしてい

る。」ということと、「順子先生の歌

に、みんなが集中している。」という

ことでした。他にも幼稚園まわりは

していましたが、どこもコンクリー

トの壁で、特に心に残るものはあり

ませんでした。そんな中で、『公同幼

稚園』に入園を決めた最大のきっか

けは、知人の「年長になったら冬の箱

館山にいけるよ☆」でした。雪の季節
が好きな私はすっかり「親も同行で

きるもの。」と思い込み、『そんな楽し

いことができるところは他に聞いた

ことがないので、ここしかない！！』

と早合点し、娘との楽しい♪幼稚園

生活を思い描いていましたが、あえ

なく、その夢は断たれました。（入園

後、箱館山へは、こどもたちだけで行

くという事実を知りました。）しか

し、いかんせん、転んでもただでは起

きません！！その分私が存分に楽し

ませていただくことにしました。送

迎時のおしゃべりもそうですが、「園

芸サークル」での畑仕事に「母くま」

のおやつ作り、「公同文庫」でいろい

ろな絵本に出会い、「ゆっくりと聖書

を読んでみませんか」で少しだけ？

思索？にふけり、順子先生の「絵本は

ともだち」では絵本の楽しみ方を手

ほどきいただき、その他、園行事に

至っては、枚挙にいとまがありませ

ん。極めつけは、お弁当の日にママ友

達と出かけて行った六甲です。時間

の制約があったので、いつも芦屋の

ロックガーデンしか行けませんでし

たが、長らく運動から遠ざかってい

た体には、とても新鮮で、いい汗をか

きました。風吹岩は言っても、標高

400mちょっとですが、標高 100m毎

に気温は 0.6℃下がります。暑い夏で

も、吹く風は下界とは全く違うもの

でした。3000mにはほど遠いけど、爽

やかな風が吹いていましたし、秋に

は、柿やドングリをゲットしたり、紅

葉も楽しみました。心残りは、キャッ

スルウォールで昼寝ができなかった

ことかな・・いずれをとっても、楽し

い思い出です。思い出の中には、たく

さんの友人がいます。ありがたいこ

とです。

　ここ名古屋で同じようは経験がで

きるとは思っていません。いろんな

意味で環境も違うでしょうし、近く

に六甲山のような山もありませんか

ら ( 笑 )。しかしながら、ねっこを据

えるべく＝居所を確保すべく、娘と

ともに行動しなければなりません。

娘の口癖は、「さくらが咲くころに、

新しい幼稚園に行くんだ。」というこ

とです。こどもながらに、いろいろ考

えることもあるでしょうし、それを

十分に汲んであげられないのが現実

ですが、一歩ずつ前に進もうと思っ
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ています。

　最後になりましたが、凧上げ、お餅

つきに参加させていただき、ありが

とうございました。これからも、機会

があれば、馳せ参じますので、一報お

願いいたします。

　余談ですが、名古屋事情に疎い私

のために、何かご存じのことがあれ

ば、教えてください。近くのお出かけ

スポット、グルメ情報などあれば幸

いです。（何故か、名古屋は尾張徳川

のせいか？？洋菓子部門がどうも弱

いように思います。調べてもなかな

かこれといったお店がないんです。

それと、やたらとハンバーグが多い

です。名古屋は美味しいものが多い

と聞いていただけに、少々ショック

です。）• •

• 　　　　　　　　　（岡田　弘美）
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　夏の沖縄のキャンプの時、S 君にコ

ミックの“エヴァンゲリオン”を読ん

でみたらと勧められて読むことにな

りました。「西暦 2000年、南極に大質

量隕石が落下。かくして有史以来未

曾有のカタストロフィー『セカンド・

インパクト』は起こった。水位の上

昇、天変地異、経済の崩壊、民族紛争、

内戦・・・世界人口は半分に激減。―

それから 15 年、ようやく復興の兆し

が見え始めた頃、人類に新たなる危

機が訪れた。『使徒』である。次々に

襲来する正体不明の巨大戦闘兵器群。

はたして彼らは、その冠する名のご

とき、『神々の使い』なのか・・・。予

測されていた『使徒』の襲来に対抗す

るべく、人類は汎用人型決戦兵器『エ

ヴァンゲリオン』を開発・・・」とい

う設定の、その“エヴァ”とパイロッ

トの少年、少女の物語が、コミック　

「新世紀エヴァンゲリオン」です。で、

エヴァンゲリオンは、たとえばマル

　　     　コによる福音書 1章 1節

　　　　　「神の子イエス・キリスト

　　　　　の福音のはじめ」の福音

　　　　　のギリシャ語　“エヴァン

　　　　　ゲリオン”が、エヴァンゲ

　　　　　リオンになっています。

　　　　　福音は「・・・すべての場

　　　　　合、イエス・キリストにお

　　　　　いて実現された神の救い

　　　　　に関して、用いられてい

　　　　　る」（旧新約聖書神学辞　

　　　　　典）と、一言でくくられた

りもしますが、幅広く、そして深い意

味で使われます。たとえば「自分の命

を救おうと思うものは、それを失い、

わたしのため、また福音のために、自

分の命を失う者は、それを救うであ

ろう」の場合の“福音”について（マ

ルコによる福音書 8章 35節）。ここで、

福音のためにはそのままわたしのた

めという意味、及び内容で使われて

います。マルコ福音書の福音は、「か

つて生きていたあのイエスという人

物の存在をまるごと」「かつて生きて

いたあのイエスのこと」になります

（「新約聖書／訳と註」田川建三）。“そ

の場合”のかつて生きているあのイ

エスは、「・・・人の子は必ず多くの

苦しみを受け、長老、祭司長、律法学

者たちに捨てられ、また殺され、そし

て三日の後によみがえるべきことを、

彼らに教えはじめ、しかもあからさ

まに、この事を話された」イエスで

あったり、「だれでもわたしについて
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きたいと思うなら、自分を捨て、自分

の十字架を負うて、わたしに従って

きなさい」と、容赦なくそれを求める

イエスだったりします。それが、マル

コによる福音書の“福音”だとすれ

ば、平べったく“イエス・キリストに

おいて実現した神の救い”という意

味にはなりにくいように思えます。

「自分の十字架を負うて、わたしに

従ってきなさい」と言う場合も、“か

つて生きていたあのイエスという人

物の存在をまるごと”のことであっ

てみれば、そこでは抜き差しならな

い何かが迫られている事になります。

たとえば、ルカによる福音書では同

じように、“十字架を負う”ことを取

り上げながら、「・・・日々自分の十

字架を負うて」となっています。自分

の十字架を負うてに、“日々”が付け

加わる時、そこからは“かつて生きて

いたあのイエスという人物の存在の

まるごと”は、ほぼ欠落してしまいま

す。この時の福音の“イエス・キリス

トにおいて実現した神の救い”は

日々、そして末永く、安心して付き合

う生き方のの模範のようなものかも

しれません。その模範によって、少な

からずえぐられることはあるかもし

れませんが、おおむね安心して付き

合える生き方の模範なのです。

　しかし、“かつて生きていたあのイ

エスという人物の存在をまるごと”

が福音である時、それは単に“模範”

であることだけではなく、少なから

ず骨身を削ることを求めます。のん

びり“日々”十字架を負うてというこ

とではおさまらないのが、マルコに

よる福音書の“福音”です。そうして

向かい合っている福音の、命という

ことで“ブレル”ということがありま

せん。今日を、懸命に生きている時の

人の姿が垣間見られるという具合に

です。抱え込んでしまった病気や障

害の事になると、そのことで人生の

すべてを左右されてしまう、という

こともあり得ます。たとえばマルコ

による福音書のイエスにとって命は、

もし病気や障害があったとしても、

それもすべて“生命そのもの”として

受け止めます。それは、イエスの福音

が“かつて生きていたあのイエスと

いう人物の存在をまるごと”と、ほぼ

同じような意味になります。

　“累計発行部数、2000万部突破”と

いう「新世紀エヴァンゲリオン」は、

“エヴァ”のパイロットたちの “存在

をまるごと”描いているという意味

で、平べったい“福音”理解である事

をまぬがれています。

　　　　　　　　　　（菅澤　邦明）
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　立春を過ぎてもまだまだ寒い日が
続きますが、梅の花を見つけたり、暖

かい日差しを感じたり、少しづつ春

の訪れも感じています。

　この時期、毎年楽しんできた「ふ
ゆめがっしょうだん」( かがくのとも

) を今年の子どもたちともたくさん楽

しんでいます。ぽっぽぐみの子ども

たちは、高木公園で、市民グランド

で、そして幼稚園で～と、冬芽（ふ

ゆめ）探しに夢中になっています。サ

ルの顔のような冬芽も見つけました。

ただただ風景として通り過ぎること

もできますが、アンテナを張って発

見を楽しみ、その発見をみんなで共

有する。そんな風にして日々の散歩

も楽しんでいます。

　1 月 30日 (土 )は、幼稚園のみんな

でアミティーホールで行われた「お

おだいこいのち」のコンサートに出
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かけました。太鼓の音が響くたびに

舞台に釘付けになっていた子どもた

ち。太鼓の音から伝わるメッセージ

を、きっと私たち大人以上にまっす

ぐに心で身体で感じてくれたことと

思います。大迫力の太鼓の音。毎日を

一緒に過ごしている子どもたちと共

に感じることができたことを心から

感謝しています。

　2月 6日 (土 )は幼稚園でもちつき大

会が行われました。前日、そして当日

の朝早くから役員のお母さん方が準

備をしてくださいました。♪ねんに

いちどのもちつきは～　♪てんやの

おもち～　♪オモヤノモチツキ～　

など、おもちが出てくるわらべうた

を楽しみながら、この日を心待ちに

していた子どもたちです。みんなの

目の前で８５ kg のもち米がどんどん

おもちになっていきます。つきあ

がったおもちは、小さく丸められま

す。きなこ、よもぎ、あんこ、ゴマだ

れに大根おろし。黒豆入りやえび入

りのおもちも登場しました。次々

やってくるおもちを次々に口へと運

んでいく子どもたちの表情は本当に

幸せそうです。年長の子どもたちか

らは「５０こもたべた！！」なんて声

も聞こえてきました。日本の伝統の

行事であるもちつき。大人たちが懸

命に働く姿を子どもたちはしっかり

と見ています。見ている子どもたち

にとっても、近頃なかなかできない

経験をしている私たち大人にとって

も、とても貴重な一日です。毎年のも

ちつきの時間をこれからも大切にし

ていきたいと思います。お手伝いを

してくださったたくさんの方々、足

を運んでくださった方々、本当にあ

りがとうございました。毎日の幼稚

園での生活に心を寄せてくださる多

くの方々に心より感謝いたします。

　　　　　　　　　　（山﨑　由貴）
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すずや便り　

　私にとっての冬の重大事である味

噌の仕込みとバラの植替え、やらな

くちゃ～と気になりながらも日は過

ぎていき、とうとう「一日でやるしか

ない」と決心しました。直前におやつ

作りも加わり段取りをあれこれ考え

ながら迎えた１月の日曜日。

　その日の朝、朝食時に読む新聞は

やめておき、8：00長女を部活に送り

だして活動開始！夕べから水に浸し

ておいた大豆を煮ながらカスタード

クリームを作ります。シューは焼き

立てが良いのですが、クリームは冷

たくないと食べられないですからね。

10:30大豆もおいしく煮あがりクリー

ムも冷蔵庫へ。流し台周辺もひとま

ず片付いたところでベランダに出ま

す。本日の目標、植替え 3鉢＆肥料入

れ２鉢、その他諸々。この日のために

剪定鋏 ( 奮発しました )、バラ用手袋

(棘が刺さらない )、馬の堆肥、オベリ

スクを用意してあります。「オベリス

ク買っちゃった～」と自慢したら「支

柱でしょ」とあっさり長男に返され

てしまいました。まあその通りです

が、昨春ベランダの柵に這わせて部

屋から花が見られないという痛恨の

ミスをしてからずっと探し続けて見

つけたものです。まずは大きい鉢に

肥料を入れ込みオベリスクにあった

サイズに剪定します。次に小さい鉢

の植替え。切った枝は空いているプ

ランターにどんどん挿し木をします。

昨年は全滅だったので、一本でも根

付くといいなぁ。

　その他の鉢も土が固くなっている

のでほぐしてふわふわの状態を作り

ます。直射日光を浴びながらの作業

で暑くて汗も出てくるほどですが、

かまわず続けて 1 2 時過ぎに一旦終

了。あまりの暑さにＴシャツに着替

えて洗顔、さっぱりしてから水を

やってついでに打ち水までして作業

完了です。いいタイミングで家族 3人

が戻ってきたので大阪国際女子マラ

ソンを見ながらお昼を食べました。

なんと、大阪は雨ではないですか！

しかも寒そう～こっちは半袖なのに

ウソみたいです。

• 昼食後はシュー生地を作ります。2

時に来る長女の友人のおもてなし用

なので時間を気にしつつ、お化粧も

しなくちゃ、と (少しは )きれいになっ

たところに友人到着 (ｷﾞﾘｷﾞﾘｾｰﾌ )。本

日は弟も O.K. なので、子供 3 人は別

室へ。15：00おやつタイムにシューク

リーム完成、親もしばし休憩～午後

のメインへ突入です。朝の大豆と塩、

糀を混ぜ合わせます。昨年は取寄せ

だったので大量の小袋でしたが、今

年は友人が買ってきてくれたので大

袋にどっさり入っていて感動モノで

す。来年はわたしもお店に行ってみ

ようかな。人生ゲームで盛り上がっ
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みかん便り　

ている子どもたちは出てこないので、

今年の味噌は最後まで夫婦二人の作

業でした。17：30 後片付けも終わり

ちょっとだけ新聞タイム、その後の

夕食のビールの美味しかったこと！

あ～近年まれにみる達成感のある一

日でした。ベランダがすっきりする

と春も近くなった気がします。

　　　　　　　　　（富家　香麻里）

• 2 月になりましたね。まだまだ寒さ

が続いています。2 月で無事 2 0 歳に

なりました。1 0 代はいっぱい人に迷

惑かけてしまったので、ちょっとだ

け気をつけようと思います。

  1 月はテストとレポートとバイトで

やばいくらい追い込まれてました。

あそこまで重なったのも初めてです。

テストが全部終わって自分へのご褒

美に、バイクで香川に一人旅行って

きました。金比羅さんや琴弾公園の

寛永通宝、讃岐うどん巡り、栗林公園

観光など、一通り観光をしてきまし

た。金比羅さんではおばあちゃんグ

ループと仲良くなってグダグダ話し

ながら頂上までグループ行動です。

途中のお茶屋さんでおばあさんに金

比羅山のことをいろいろ聞かせても

らいました。奥社まで階段を上った

ら 1 4 0 0 段近くになるということや、

金比羅さんは海の神様を祀ってるら

しく、船長さんや海上自衛隊などは

交通安全の神様としてお世話になっ

てるらしいということ。交通の神様

らしいんで、ちゃんと拝んでいきま

した。おばあちゃんたちに年齢を聞

いてみたら、8 7 歳でした！金比羅さ

んは元気の素で、神様が階段を上ら

せることで人々を健康にさせてると

いっていました。んでまぁ、上り終

わったら足がパンパンでおばあさん

たちに笑われました。くやしいです。

宿に向かいしなに、事故を起こしま

した。スリップして転倒して、あと

15cm 落下点がずれていたら即死でし

た。危ない危ない。。日頃の行いがよ

かったんで、バンソウコウ 3枚で傷は

防げましたよ。金比羅さんはやっぱ

り海の上での交通の神様なんですね。

効かなかったです（笑）2 0 歳になっ

てすぐに死ぬとか絶対嫌ですし！生

きててよかったー。

　つい最近友達が事故で入院したん

で、ホンマに怖かったです。以後気を



10

つけます。

• ほかにも喫茶店でスキンヘッドの

大工の棟梁と知り合ったり、うどん

屋の親父さんに美味しいうどんのゆ

で方を教えてもらったり、栗林公園

では美味しい抹茶をサービスでいた

だいたり、今回はたくさんの出会い

があった旅でした。

 •1つ 1つ小さなことでも、1度出会っ

たらその土地の思い出が生まれます

よね。高校時代、踊りで日本全国回っ

ていたおかげで、今は県名を聞くと

それぞれの思い出がよみがえります。

思い出がたくさんあると会話に困ら

ないから良いですね。今回の香川旅

行もいい思い出になりました。

  春休みはあと 1ヵ月半あります。2

月後半、3 月いっぱい、どんなことが

起こるか楽しみです。

　　　　　　　　　　（河村　高志）
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大切な贈り物・津門川８９
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　　教会学校から　　　

《1 月の活動報告》
◇ 1 月 10 日（日）
　新年カルタ大会

◇ 1 月 16 日（土）
　兵庫県南部大地震子ども追悼コンサート

◇ 1 月 17 日（日）
　幼稚園・教会学校の礼拝は「西宮公同教会兵庫

県南部大地震犠牲者追悼記念礼拝」と合同でした。

　
◇ 1 月 24 日（日）
　たいこのワークショップ

◇ 1 月 30 日（土）
　「おおだいこ　いのち」コンサート

◇ 1 月 31 日（日）
　けん玉、こま、竹馬、冬の遊びを遊ぶ

《2 月の活動予定》
◇ 2 月 6 日（土）
  幼稚園もちつきに一緒に参加する！
　
◇ 2 月 7 日（日）
　お雑煮を食べよう

◇ 2 月 14 日（日）
　幼稚園のゲームで遊ぶ

◇ 2 月 21 日（日）
　幼稚園と合同・つみきで遊ぶ
　

◇ 2 月 28 日（日）
　ふろしき大会
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　      ２０１０年２月　あんなこと　こんなこと…
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まいのなんでも案内　

　2 月にはいって寒い日が続きます

ね。イギリス紳士を気取って寒い小

雨の中を傘無しで歩いていたら今

シーズン三度目の風邪をひきまして、

またもや締切をぶっ飛ばしてしまい

ました。今年度は風邪ばかりひいて

いるので、来年度はもうちょっと丈

夫になりたいですね。でも思い返せ

ば 4 年前、大学 1 年生のときもよく体

調を崩していた記憶がありますので、

身体が環境の変化についていけてい

ない、ということなんでしょうね。さ

て、そんな冬ですが、読書の時間はい

つになく取れています。で、今日は本

当は最近のヒットの児童書『ミムス』

について語りたいのですが、先月に

予告してしまいましたからね。『獣の

奏者』語りの後編ということで。や、

でも『ミムス』、そこまで好きという

話ではないのですが、主人公の境遇

がどん底（こないだ「どん底」という

言葉が出てこなくて、ずっと「ずんど

こ」と間違えたまま会話しておりま

した。仕事中に。なんてお恥ずかし

い。）まで落ちるのが、我が最愛のサ

トクリフ作品を思わせたり、勧善懲

悪の物語ではなかったり、言葉遊び

が肝になっていたり、と、なかなかツ

ボをついてくる話だったのですよ。

分厚いけど、気合いを入れてガツン

と物語を読みたい、という方にはオ

ススメ。まぁそういう意味では『獣の

奏者』もそうなんですけどね、やっぱ

りラストがこう・・・ねぇ。と、いう

わけでネタばれしまくりの感想編へ

ＧＯ！

　いや、何といってもやっぱりね、そ

う終わるかっていう話なんですよ。

そりゃ流れを考えて、あそこまで本

気で戦闘モードになった王獣も闘蛇

も、何もなかったのごとくにおさ

まって平和が戻って、皆めでたしめ

でたし、てわけにはいかないのは分

かるんですよ。そうでないと本気さ

も嘘っぽくもなるでしょうし。だか

ら、あの終わり方はスッキリはする

んです。決断までの逡巡も相当描か

れているし、決断の決め手も次代に

命をつなげるため、というのも明確

ですし。だから良い悪いではなく、も

う好みの問題なのですが、私は同じ

上橋さんの「守り人シリーズ」の終わ

りの方が好きです。「守り人」だって、

バルサだってトロガイだって命を投

げ打って世界を救って終わる、とい

うラストもありえたと思うのです。

トロガイは途中まで荻原規子『空色

勾玉』の岩姫様を思わせられました

し。だから生きて最期を迎えて、本当

に嬉しかった。甘っちょろくても奇

麗事でも、死んでまとめられる話と

いうのが余り好きではないんです。

たとえ、きちんと終わらせるための

決断の死であっても、死ぬことに
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よって、そこまでの背負ってきたも

のがかすんでしまう気がするんです

よね。（あ、でもサトクリフの『王の

しるし』はもうそれ自体がテーマな

ので大好きです。何時間でも愛を語

れます。好きすぎて書いてこなかっ

たけど次回はそれにしようかな。）

まぁ『獣の奏者』について言うなら、

１、２巻で少女の成長物語だったの

が、３巻でいきなり母親目線になっ

て、でも１巻の最初から、生まれだと

か母親だとか国だとか、人工で育成

している王獣だとか問題は沢山あっ

て、それを全部謎解きのように綺麗

に終着させて、あの圧倒的なクライ

マックスのシーン、ていうのはね、も

う映像として完璧で、一種の芸術作

品のように捉えています。ドカーン

で感じの。あと最期も出来る限り家

族が傍にいられたし、後代に自分の

学んだことを伝えることもできたし、

死んでしまうという選択肢の中では

最大限良い終わり方だったと思いま

す。なので、何度も言いますが好みと

いうことで。

　でも気になるのは、今、１巻から青

い鳥文庫になっているわけですが、

３、４巻も子ども向け文庫にしてし

まうの？ということ。いや、小学生で

愛読書が筒井康孝と向田邦子と井上

ひさしだった私が言うことではない

かもしれないですが、青い鳥文庫を

読む世代が母親目線の話に感情移入

できるのか、という余計な心配を、

ね。まぁ正統派に主人公に感情移入

しなくたって面白いと思える本の読

み方はいくらだってあるのは知って

いますが、子ども向きの形に提示し

てしまうのは、少し気になってしま

うのです。ああ嫌な目線で物を見る

ようになってしまった。と、反省しつ

つ、今回はこのへんで終わりたいと

思います。散々書きましたが、美味し

いものの描写はピカいちですし、動

物好きな方は絶対楽しめると思いま

すよー。きちんと読書をしたい方、是

非どうぞ。

　　　　　　　　　　　（高橋　舞）
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つ と が わ

編集後記

　　　　　　　　　　　　　

　“アイヌ民族・兵庫交流会／要求は、先住民
族アイヌの権利の回復です”で、北海道アイヌ
協会紋別支部長畠山敏さん、同支部後援会代表
鷲頭幹夫さんを西宮に招きました。畠山さんは
アイヌ民族です。鷲頭さんは、アイヌ民族であ
る畠山さんの信頼する数少ない“和人”（日本
民族）の一人です。たとえば、西宮で普通に生
活する人たちは、アイヌ民族のことは気にして
いません。西宮の交流会で畠山さんのような
“アイヌ民族”と出会っても、特別の共感も特
別の違和感も持たないはずです。存在すること
も存在しないことも西宮で生活する普通の人の
話にもならないのです。一方、畠山さんにとっ
て、和人（日本民族）は、現在まで、自分たち
アイヌ民族を抹殺し続ける存在として、今も立
ちはだかっています。畠山さんが、招かれて和
人（日本民族）の地である西宮に来て、西宮の
和人（日本民族）の前で語るのは、敵陣で敵の
前で語ることを意味します。かつて、和人（日
本民族）が、アイヌにしてきたことから言え
ば、アイヌ民族・兵庫交流会で、アイヌ民族で
ある畠山さんの信頼する鷲頭さんの“立ち会
い”は不可欠だったのです。（アイヌ民族・兵
庫交流会「要求は、先住民族アイヌの権利の回
復です」報告書より）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｋ）

　少しずつ暖かくなってきました。春を知らせ
るオオイヌノフグリも咲きはじめ、その小さな
花を開かせています。先日、子ども達とテント
ウムシを見つけ、絵本でも楽しみました。寒い
冬の間、テントウムシは落ち葉や木の皮の中で
寄り集まって春が来るのを待っているそうです。
その絵をみて『おしくらまんじゅうしてるんや
♪』とＴくん。ただ寒さをしのいでジッとして
いるんじゃなくて、そう思ってみるとテントウ
ムシ達の冬越しも楽しそうです。
　いろいろな場所で春を待っているんですね。
　春よこい、早くこい♪
　　　　　　　　　　　  　　　　　  （Ｉ）
　「羊毛とおはな」のライブへ行ってきました。
社会人になってから、いろんな人のライブへ行く
機会が増えました。学生時代は自分がしていたこ
ともあり ( レベルが全然違いますが ) ライブの雰
囲気に毎回ワクワクします☆好きな音楽を聴きな
がらボーッといろんなことを考える時間は至福の

時。とっても贅沢な時間です。今年、あと２つラ
イブに行く予定がありますが今からとても楽しみ
です☆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｙ）

　先日友人と趣味について話す機会がありまし
た。映画に音楽、買い物、切り紙にピアノ、美術
館にでかけたり～。以前「趣味は？」と聞かれて
困っていた自分がいました。公同に仲間入りして
新しい出会いがあり様々時間を過ごす中で以前よ
り深まったものもあれば、新たに増えたものも。
私の中で特に大きかったものはやっぱり音楽♪子
ども達との歌、大太鼓との出会い、色んなアー
ティストのライブにでかけたり～♪と狭かった私
の音楽の世界を広げてくれたここでの時間に感謝
します。まだまだやりたいことが！好きなことに
没頭する自分の時間をもっと豊かにそして大切に
していきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎ）

　篠山・後川に出発する朝、1 台は子どものバス、
もう 1 台は同行希望の保護者。そちらにあいさつ
に行って「このバスにご一緒して名（迷）ガイド
ぶりをご披露したいのですが～」（ワァーッ！！）
「やはり子どもを引率していきますので～」
（エーッ！！）そんなリアクションに元気をも
らって出発。バスの中での子どもたちへの思いつ
き絵本クイズ。頭の体操に疲れて座ったら「じゅ
んこーっもっとやろう！」。よし！そんな言葉ほ
ど人を元気にさせるものはない。再びがんばる。
羽束川への放流に立ち会ったオオサンショウウ
オ。それをめぐる自然界の話は面白かった。
　大学入試本番。「順子先生からの“桜咲け！”と
書いて下さった年賀ハガキがお年玉プレゼントに
あたって、それをお守りに出発して行きました」
新潟からの浪人受験生の母からの報告。人は言葉
で生かされている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｊ）


