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令和の夏・海へ山へでかけませんか



ネ コ と 私

「使って便利・スマホの力」･････ 初心者編

本手話）の表現のちがいなど学

ぶ事が出来、手話の幅も広がる

のかなと思います。出来れば

サークルの学習につなげていけ

ないか？と思案しています。

　良い方法知っている人は、教

えて下さいませ！お願いしま～

す。他の機能も使えるようガン

バリます。

機械にうとい、ねこ好きリーコ

でした。

ん。そこで簡単、明朗、今流行（は

やり）の「らくらくスマホ」に

替えました。

　調子はどうか？と言いますと

キー１つで使いたい画面にサッ

サッと変わるので、とても便利 !!

さすが、「らくらくスマホ」です。

　最近は You Tube で手話動画

を観ています。様々な方が、動

画を配信しています。読み取り

動画がほとんどですが、初心者

向け～ベテランまで、シリーズ

ものから会話、研修編など、興

味のある画面が観れて、とても

満足しています。私たちがいつ

も表現している手話（日本語対

応手話）と、ろう者の手話（日

　携帯電話をガラ系からスマホ

に替えて３年目、２機種目です。

　初めは操作に手こずり、反応

も悪く、なかなか使いたい画面

が出ず、「もう～モー !!」と牛

のように唸っていました。とは

言っても主に電話、メール、ラ

インに猫動画を観たくらいでし

たけどね。それでも便利な機能

を兼ね備えたスマホです。他の

機能も使ってみたいと思うので

すが、なかなか使いこなせませ
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　会社から家に帰って来ると、散歩に行こうと催促しま

す、じゃあ、行くよと声を掛けると付いてきます。いっ

もじゃないけどたまに行きます。私たちの可愛こどもた

ちです　見てください、全員じゃあないですが ･･･

にゃあ散歩　よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　誠



》２《

テキトーな植え方でも、たくま

しく生き残り、毎日収獲できる

ことは、とても幸せで、うれし

いです。

　八丁きゅうりは、毎日確認し

ているにもかかわらず３０㎝

程に巨大化した物が横たわって

おり、思わず笑ってしまいまし

た。夏は野菜も草もよく伸びま

す、５月には、きれいだった畑

も今では草が、ボーボーで、皆

好き勝手に伸びています。草を

取っても取っても、すぐ伸びて、

きりがないですが、気持ちよく

根っこまでスポンときれいに抜

けると面白いです。つる状に、

他の植物にからむ草はイラッと

します。畑で草を取っていると

脱皮したてのカマキリやきれい

な蝶など良い場面にも遭遇し、

とても癒やされます。「みんな

頑張って生きてる !!」と感じま

す。

　草との戦いは、今の所、８対

２で負けていますが、お盆まで

には勝てるように、楽しみなが

ら草取りをしたいと思います。

そして汗をかいて、やせられた

ら、もっといいんだけどな ･･･。

　　　　　　　　徳竹　沙織

　私が、今「楽しいな。」思う

のは、草取りです。

　家の前には、道路をはさんで、

借りている畑があります。今年

は苗を植える時期に母の具合が

悪く、八丁きゅうり、小布施な

す、水なす、万願寺唐辛子、ト

マト ･･･ 何度か母に聞きながら

私が、植えました。何本か枯れ

てしまったり、成績が悪く実り

が遅いものもありますが、私の
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新幹線で行く金沢の旅

手話サークル・協会、合同の日帰り旅行を
企画しています。
★期　日：令和元年 10 月８日（火）
★行き先：金沢市・兼六園、ひがし茶屋街
　　　　　近江町市場、他
※今から予定を空けておいて下さい

写真提供：金沢市

今、「楽しい！」と思うこと
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今度こそ・ ・ ・

　手話との出会いは一体いつ
だったのだろうと思いかえして
みました。大学に入学してすぐ
のころ、他県から入学した友人
が、地元の私に「手話を教えて
くれるところ知らない？」と尋
ねてきました。比較的、授業の
時間に余裕のある１年生のうち
に、何か身に付けたいという思
いがあったのでしょう。もちろ
ん私も手話の存在は知っていま
したし、手話で話しをしている
方の姿を見かけたことはありま
したが、手話を教えてくれると
ころまでは知りませんでした。
その時の会話は「ごめんね、知
らない。」で終わってしまった
と記憶しています。
　大学を卒業し、就職し、何年
か過ぎたころ、会社の広報誌に
講座案内が載っているのを目に
しました。その中のひとつに『手
話講座』があるのを見つけまし
た。と同時に学生の時の、あの
会話の一コマがよみがえってき
たのです。遠い記憶の片隅に、
置きっぱなしにはしていたもの
の、消えることなく留まってい
た『手話』が、再び私のところ

に現れたような感じがしまし
た。
　迷うことなく講座に申込み、
通い始めました。その講座は
まったく音声言語を使わない教
え方で進められ、ちんぷんかん
ぷんではありましたが、新鮮で
毎回とても楽しく学ばせていた
だきました。やっと名前を表現
できるようになり、一文字ずつ
指文字を覚え、いつも新しい発
見の連続でした。たどたどしい
ながらも、聞こえない方とお話
しできたことはとても嬉しかっ
たです。
　以降、その時々の事情で学習
を続けることができなくなり、
挫折と復帰を経て今に至ってい
ます。
　手話も言語なので、英語がな
かなか話せるようにならないの
と同様に、習得するのはとても
大変です。少しずつ積み重ねて
いくしかないのだなと、今あら
ためて思います。年齢を重ねた
分、学習の歩みは遅くなりまし
たが、今度こそ挫折することな
く続けたいと思います。
　子供たちの送迎の合い間を

縫ってサークルに通わせていた
だいておりますので、みなさん
にはご迷惑をおかけしておりま
す。細く長くをめざし、今度こ
そ・・・の気持ちでがんばって
いこうと思います。
　どうぞよろしくお願いいたし
ます。            
                          　 新井 尚美



　先生は、あっちこっち、そば打ちを教えに
行かれていられるんですが、のめり込むのは、
男の方がほとんどだそうです。
　サークルの中にも、もしかして蕎麦打ち名
人が、いらっしゃるかもしれませんね。私は、
打てないので「そばがき」だけでも楽しみた
いと思います。あーぁ、おいしかった。
　　　　　　　　　　　　　　田子　純子

　先日、そば打ち講座を楽しむ機会がありま
した。
　そば好きの私は、それはそれは楽しみに待
ち、当日はお腹も空かせ、さあいよいよです。
私の役目は、手出しは一切せず講師の先生に
あれやこれや、そばに関する事を聞いたり
打ってくれている受講生の方 (2 名 ) に、あら
とってもいい感じにまとまってきたとか、切
り方すごく上手ねとか、ちゃちゃというか心
からの応援をしていました。
　さあ、いよいよ大盛りそばの試食タイム。
これまた何と美味しいこと。先生は、打ち立
てが、やっぱり一番美味しいとのこと。太く
ても細くても打ち立て茹でたてですね。
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お蕎麦と私

私の 11 ヶ月の空白期間

の間長野市民病院に検査通院
が、あり現在も定期的に検査を
受けています。
　本年４月１日から長野リハ
ビリセンターに入院し脊髄に
を入れていた６本のボルトを
抜く手術を行いました。体調と
相談しながら手話の勉強をさ
せて頂きます。よろしくお願い
いたします。
　　　　　　　　小林　義典

した。毎日のリハビリは、辛く
はありませんでしたが、左側に
大きな枕があり日常生活ができ
ません。何をする事も介助が必
要になりまして、お風呂、トイ
レ、等々一人ではできませんで
した。悔しいやら恥ずかしいや
ら ･････
　退院後まだ左枕は約１ヶ月取
れず自分で車の運転が出来ず北
信病院へのリハビリ通いは、タ
クシー通いがつづきました。そ

　昨年の８月 28 日、老人体操
をしていた時に左肩の腱 ( けん )
を断絶してしまいまして、９
月 24 日に長野市市民病院に入
院し５週間の闘病生活になりま



恒例のお花見会開催
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恒例の手話サークル・協会合同のお花見会が 4 月 25 日（木）に
中野市中央公民館にて開催されました。当日は、美味しい食べ物
や飲み物をいただき、また楽しいゲームなどをして和気あいあい
の楽しい時間を過ごしました。

》５《
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タカギセイコー OB 会 ( 一朋会 )

き交流を深める事が出来まし
た。
　翌日、爽やかな朝を迎え、朝
食バイキングを取り、コーヒー
をいただきながら昨夜の楽し
い時間を思い返して、とても良
かったと思いました。
その後、午前８時３０分にホテ　
ル前で車に乗り帰途につきま
した。帰りの車窓からは、雄大
な妙高山、黒姫山、斑尾山、飯
縄山などがとても綺麗でした。
　タカギセイコー OB 会に、ま
た　参加したいと思います。有
意義で楽しいＯＢ会でした。
　　　　　　　　滝沢　裕三

市役所、中野西高等学校、北信
病院などが、はっきりと見えま
した。
　午後３時前に車に分乗して、
山ノ内町「ホテル豊正」に向か
いました。ホテルに到着した後
は、温泉に入ったり、お茶を飲
んだり、テレビを見たりして時
間を過ごしました。
　午後６時から宴会が始まり、
社長の高木一成さんの挨拶に続
き、会長の高木和敏さんの音頭
で乾杯し、とても楽しい一時を
過ごし、少し緊張もしましたが、
皆さんとお酒を酌み交わし親睦
を深めました。
　余興では、プロ野球、大相撲
の記録を紙に書いて、それを披
露し、皆さんに喜んでいただき
ました。二次会では、缶ビール
を飲みながら筆談をしていただ

　２年ぶりにタカギセイコー
OB 会に参加しました。
　参加者は１０名ほどと少な
かったのですが、皆さん、懐か
しい顔を見て握手するなどし
て、久しぶりの再会を楽しんで
いました。ただ、先輩の児島俊
一、堀春夫、堀米芳夫、中山高康、
望月真明さんは、あいにく都合
が悪く参加されませんでしたの
で、非常に残念でした。
　久しぶりに訪れた会社は、建
物が改装されていて、生まれ変
わったように、とても綺麗に
なっていました。
　昼食を取った後、午後１時
１５分頃、会社の中を見学しま
した。若い従業員が多く仕事を
されていたのは感心しました。
　また、屋上に上がって中野市
内の眺望を楽しみました。中野
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少年時代（井上陽水）

しょうねんじだち

なつ　が　すぎ　かぜあざみ　だれ　の　あこがれ　　
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わたし　の　こころ　は　なつもよう　ゆめ　が　
わたし　の　こころ　は　なつもよう　ゆめ　が

さめ　よる　の　なか　ながいふゆ　が　
さめ　よる　の　なか　ながいふゆ　が

まど　を　とじて　よびかけた　ままで　
まど　を　とじて　よびかけた　ままで

ゆめ　は　つまり　おもいで　の　あとさき　
ゆめ　は　つまり　おもいで　の　あとさき

なつまつり　よいかがり　むね　の　たかなり
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わたし　の　こころ　は　なつもよう
わたし　の　こころ　は　なつもよう　　　

　　少年時代（井上陽水）

夏が過ぎ　風あざみ

誰のあこがれに　さまよう

青空に　残された

私の心は　夏模様

夢が覚め　夜の中

永い冬が　窓を閉じて

呼びかけたままで

夢はつまり　想い出のあとさき

夏まつり　宵かがり

胸の高なりに　合わせて

八月は　夢花火

私の心は　夏模様

Ｍ u…………

目が覚めて　夢のあと

長い影が　夜にのびて

星屑の空へ

夢はつまり　想い出のあとさき

夏が過ぎ　風あざみ

誰のあこがれに　さまよう

八月は　夢花火

私の心は　夏模様

指文字で歌ってみよう

　　情宣部からお知らせとお願い

★来る 10 月８日（火）手話サークル例会で話がでました日帰り旅行

の計画があります。行き先は、加賀百万石の地「石川県金沢市」です。

金沢は、昔の面影をたくさん残している、兼六園、ひがし茶屋街、

近江町市場、また金箔加工品、海産物など、見どころ、食べ物、体

験どころがいっぱいある所です。今から予定あけておいて下さい。

★現在、情宣部では皆様からの情報をお待ちしています。

手話に関わる話題、地域の情報、個人的な話題など何でも結構です


