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「さくら」咲く卯月の頃

桜と小鳥



　　 平 成 30 年 度・
令和 1 年度の 2
年間長野県手話
サークル連絡会
議（県サ連）の

副会長を担当しました。これは、
県下を３地区⇒北信（ 飯山、中
野、須坂、長野）東信（千曲、
上小、佐久） 中南信（木曽、全
諏訪、伊那、飯田）に分け、副
会長・事務局・会計（監査）を 
順番に廻していくやり方です。
今期は、北信地区が副会長を担
当という事で、私（りーこ）が
担当し、サークル代表は、まこっ
ちゃんにお願いし夫婦で役員会
に出席となりました。夫婦で

けていただき、とても恐縮しま
くりました。他に会議内容の打
ち合わせは、メールや FAX の
やり取りで、その都度あり、パ
ソコン扱いが出来ない私は、い
つも手書きで FAX 返信し、事
務局の方に打ち込んでいただ
くといった状態でして 、ちょっ
と手間のかかる人材だったか
も？と、ひそかに思っていま
す。
　２年間て長いようで短いで
す。5 月１０日県サ連総会まで、
あとちょっと、それまで全力で
ガンバリます。
　　　　　　　　　　りーこ

の役員は、県サ連始まって以来
初めてで他にありません。以前
から私が会議に出席の時は、ま
こっちゃんは、アッシーで松本
まで行ってくれてましたので、
その頃の役員さんから「ご主人
ご苦労様」と声をかけて頂くほ
どでしたから、夫婦で出席して
いても特に気にする事も無く、
自然な雰囲気で居る事が 出来ま
した。 
　副会長の役目は、役員会や総
会の進行役・会長不在時の代理
出席もしました。大会や事業へ
の協力等々、今まで経験した事
がない立場での参加なので、各
団体関係者から丁重な言葉をか
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貴重な経験これからの糧に

ご無沙汰していてすみません
セージを伝えにきたのかなと
感じますが、動物と話せるハイ
ジではないので、やっぱり自分
の良いように解釈して想像し
ている方が、ず～と楽しいです
ね。温かくなって来て、次はど
んな昆虫や動物が会いに来て
くれるのか楽しみです。
　　　　　　　　　徳竹佐織

起きる前兆とされたそうです。
でも私が見たイタチはちょっと
ドジっ子だったようで、横切っ
たものの渡った先が川だったの
で「これは無理だ！！」と少し
考えてから、もう一度引き返し
戻って行きました。
　キツネはすごいスピードで道
路を横切り草むらに入って行き
ました。まあ子ギツネのようで
した 。こちらも調べてみると、
人間関係の発展と洗練、気にせ
ず表現する。キツネには、そん
な意味もある そうです。イタチ
とキツネで±０となります。昆
虫や動物がそばに寄ってきたり
見かけると、何か自分にメッ

ご無沙汰していてすみません。
皆さんお変わりありませんか？
私は自分の “ やる気スイッチ “ が
なかなか見つからず、「見つけ
てあげるよ」、君だけのやる気
スイッチ～」私のも見つけてく
ださいという気分です。
　最近 、車を運転しているとイ
タチとキツネが前を横切りまし
た。調べてみると「イタチの道
切り」という、ことわざがある
そうです。
　イタチは同じ道を２度と通ら
ないという俗信から、交際や音
信がばったりと途切れることの
たとえ。親しくしていた人との
交際が途絶えたり不吉なことが
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コ ロ ナ ー

　楽しかったこともありまし
た。娘のお祝いに本当でしたら
旅行に遠出と考えていました
が、時節柄これも取りやめる事
に・・・　全部縮小、取りやめ
では可哀想なので、グランピン
グはどうかと言うことになりい
くことに。グランピングとはホ
テル並みの設備やサービスを利
用しながら、自然の中で快適に
過ごすキャンプのことで、ホテ
ルの一室をそのまま自然の中に
設置したイメージ、暖房や風呂、
トイレなどが完備されていて、
食事については、用意された食
材を焼いてバーベキューを楽し
む事ができます。バーベキュー
やってるときはちょっと寒かっ
たけど、オールインクルーシブ
飲み放題お酒飲んで何のその、
なかなか快適なキャンプでし
た。是非皆さん、グランピング
ご体験あれ！　もう少し陽気が
暖かくなったらおすすめです。
夏は・・・夜虫が心配です (^_^;)
　
　最近、欠席続きで申し訳あり
ません。小林元気です。
早くこの騒ぎ（コロナ）が終息
してくれることを願います。
　　　　　　　
　　　　　　　　　小林温子

　なんて年だ！　我が家は長女
がこの春高校を卒業し、大学へ
と進学する。
　部活を引退し、なんとか自分
の進む道に向かい目指す大学に
合格し、自動車免許を取得し、
禁じられていたバイトも解禁に
なり、これからぞ～！！と言う
ときに、コロナ　がぁーーー
　秋の台風災害により引退試合
ができなくなり、代わりの引退
セレモニーを盛大に行うはずが
縮縮縮小。　
　卒業式は卒業生のみ登校、各
教室でスピーカから校長の祝辞
を聞き、在校生に祝福されるこ
となく改築中足場の組まれたの
校舎をバックに友達と記念撮
影。卒業した感がない。
最後の、晴れ姿が見れずかぁ～
ちゃん悲しぃ
　バイトは、志賀高原のホテル
で泊まり込みのはずが、１０日
ほど働いたら小中高校の一斉休
校によって修学旅行のキャンセ
ル、一般のお客さんもかなり減
りお仕事がなくなってあえなく
下山。目標の 3/1 位しかできな
かったようで…(T_T)
　大学の入学式も、入学する生
徒のみ保護者の出席はなし。大
変さみしい３月でした。
　いつ収束・終息するのでしょ
う・・・　 マ ス ク に 除 菌 関 連
商品いつになったら店頭に並
ぶ・・・



父 を 送 っ て

た、食べさせていたらもう少し

頑張れたのではないか・・・だ

けが残ってしまったようだ。

身内の死は思いがけないところ

で 、思いもよらないそれぞれの

葛藤が生まれるものだとしみじ

み感じた。確かに、医療現場で

何人もの死に立ち会っている私

とは受け止め方がこんなにも違

う。父のそば、ずっと寄り添っ

てくれた妹の気持ちをしっかり

受け止めて、沢山の父の思い出

話を一緒に するようにしている

今日この頃である。

　父が亡くなる前夜、私達に「あ

りがとう」と意思表示してくれ

たことを最大の励みにして・・・

いつか、妹も笑って「食べられ

ないんだから、餓死じゃん！」

と言えるようになるだろう・・・

　確かに一理あるような気もし

ないでもない。 笑・笑・笑

　　　とよちゃんの雑感でした

は、必要以上の点滴は浮腫のも

とになり、心臓も圧迫してしま

う。死期を早めることに繋がり

かねない。口から何かを入れれ

ば肺炎がさらに悪化する。最低

限の点滴だけで一か月持ちこた

えた。

　家族会議で延命処置は取らな

いことになり、見守るだけの

日々が続いた。「食べさせてあ

げられない」この事実がちょっ

と、モヤモヤしている。

　私は医療職であり、人の最期

を何度も経験している。当然、

体の変化や過程を承知してい

て、父の死も当然の成り行きで

あり、何の問題も違和感もない

のだが、日々介護をしていた妹

（三女）にはどうしても自然の

成り行きと思えないようだ。

　頭ではわかっているのに、日

常的に父を、父の食欲を見てい

た妹には「餓死」というフレー

ズが離れないようで、四十九に

なるというのに、「おじいちゃ

んは、あれは、餓死だったんだ

よね。」とさらりと言うではな

いか。

　食べさせてあげられなかっ

　昭和 2 年生ま

れ の 92 歳 の 父

が逝ったのは 今

年 1 月 19 日 の

事 。

　母が亡くなり、

12 年 の 間、 姉

妹と弟夫婦が役

割を決めて父のそばにいるよう

にしてきた。日中は三女が、夜

間は弟夫婦が、長女と次女の私

は仕事を持っていたので、三女

の妹に多少の生活の足しを払っ

て、 父はおそらく、幸せな日々

を送っておられたと思う。

　誰からも慕われていた父で、

父の悪口を言う人は全くいな

い。子供の私達から見ても苦労

はしたけれれど、父の偉大さを

自慢したいほどの素敵な人だっ

たと思う。ちょっと頑固で、お

洒落で。

　誤嚥性肺炎を繰り返し 、何

度も逝きかけては戻ってきた生

命力もあった人だが、昨年 12

月に同じく肺炎で入院してから

は、 92 歳の高齢という事もあ

り、さすがに戻ってこれなかっ

た。腎機能が低下していた父に
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をつくれば縁起も良いし喜ぶに

違いないと思ったからだ。材料

は、竹かな？木かな？藁かな ？

などとワクワクしながら会場に

向かった。ここからまさかの展

開になろうとは予想だにしな

かった …。

　まず 通された部屋は木工の

できる部屋ではなく調理室だっ

た。調理台の上には竹も木も、

もちろん藁もない。

　どうして粉があるんだろう

…。ノコギリとか 、ハサミとか

は使わないのかな…。あれはど

う見ても蒸し器だよね…。

　自分は大きな勘違いをしてい

たことにうすうす気づきなが

も、目の前にある光景と、自分

の思い込みのギャップをどう埋

めたら良いのか、しばし呆然と

したことを覚えている 。

　やしょうま作りは楽しく体験

することができた。できあがっ

た棒状のものを切り分けた時に

出てくる模様が、思い描いてい

たものとは違ったりするのも笑

いを誘った。味も良くて息子た

ちもたくさんいただいた。今も

『やしょうま』の時期になると、

その時のことを懐かしく思い出

す。

　信州は郷土の食文化が色濃く

残っている土地柄だと思う。そ

れは他県から来た者には興味深

いことが多い。私がまだ出会っ

たことのない第２、第３の『う

ま』がこれからも登場するのだ

ろうか。その出会いをお楽しみ

に過ごしたいと思う。

　　　　　　　　　新井尚美

　『やしょうま』が信州の郷土

食だと知ったのは、私が中野に

住み始めてからのことだ。お釈

迦様が亡くなった日に当たる 3

月 15 日（旧暦 2 月 15 日）の

行事食なのだそうだ。なるほど、

この時期になると店頭に並んで

いるのを見かける。

　中野市に来たばかりの私はも

ちろんそんなことは知らなかっ

た。たまたま広報誌か何かで、

『やしょうま』作りの講座があ

るのを知り、『やしょうま』言

う言葉に惹かれて参加すること

にした。長男が午年生まれなの

で、『やしょうま』という『馬』
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【北信濃の郷土食紹介】

おぶっこ ひんのべ こねつけ おやき 笹ずし

異文化コミュニケーション
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恒例の新年会（西江部健友会）
の通訳を通して、様々な情報を

得たり、会員と談笑したりして

楽しかったです。3 月 20 日（春

分の日）に 健友会の令和 2 年

度の総会が開催される予定です

ので 多くの参加者が集まるよう 

声がけをして行きたいと思いま

す。午後 1 時 30 分に閉会しま

した。

　　　     　　　　滝沢裕三 

変な状況ですが 1 日も早く復興

で出来るよう心からお祈り致し

ます。神田会長から「昨年は色々

な行事に参加を頂きありがとう

ございました」と挨拶がありま

した、会員の皆様が楽しい活動

を通し互いに成長し、活動出来

るように期待しています。新年

会では町井弘延さんの乾杯音頭

で、お酒を酌み交わし親睦を深

める事が出来ました。平井さん

　1 月 23 日（木）に恒例の新

年会が西江部公民館で開催さ

れました。参加者は 35 名でし

た。今年は暖冬で雪が少なく楽

です。神田六郎さんの司会で進

行、市議会議員の青木正道さん

が、祝辞を述べられました。昨

年 10 月の台風 19 号では、西

江部地区は被害がなかったので

ホッとしました 。長野市穂保、

千曲市の堤防決決壊の被害で大

手話講演会（千曲市協会）
くいたそうです。最後に質疑応

答の時間がありました。意見を

言えないままに終わってしまい

残念でした。その後、時間の都

合で懇親会に出席出来ないので 

JR に乗って帰りました。また機

会があれば講演会に参加するつ

もりですので楽しみにしていま

す。 

　　　　　　　　　滝沢裕三

して頂きました。日本とニュー

ジーランドでは、生活が全く違

うので、驚きの連続でしたが、

いい勉強になりました。竹花氏

は外国人と身振りで会話をして

いたそうです。社会保障の制

度、手話通訳、ろう学校の様子

等、詳しい話を聞いて、なるほ

どと思いました。日本と同じよ

うに手話禁止の時代があり、苦

しい思いを経験したろう者が多

　2 月 22 日（土） 千曲市協会の

講演会が、千曲市埴生公民館で

開催され、参加者は 52 名でし

た。柳沢彰さんの司会で進行を

務め、中村由降会長から挨拶が

ありました。新型コロナウイル

スの感染拡大が懸念される中、

感染防止に努めていかなければ

ならないと思いました。講師に

竹花亮介氏をお招きし、「ワー

ホリ体験記」のテーマで講演を
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かもめ食堂のシナモンロール

うことが出来ました。

　今、世の中は何でも自粛ムー

ド。気が滅入りがちですが、何

とか家でも楽しめる様な事が

したいと模索中です。4 月から

駒ヶ根生活も 4 年目突入です。

今年は何かと大変になりそう

な予感が…。そんな中でも何か

息抜き出来るものは持ち続け

ていようと思う櫻沢でした。

　　　　　　　　　櫻沢慎一

ほど変わりはありませんが…）　　

材料を揃えていざ開始！頼もし

い味方のホームベーカリーに材

料を入れて 2 時間、いざ蓋を開

けると…。入れた時の状態のま

ま！何故？と頭が真っ白になり

ながら考えると…攪拌用の羽を

付け忘れていたのでした。そこ

からは慌てて手捏ね、何とか生

地が出来上がりました。以後は

ペースを立て直し、何とか出来

たのが写真のシナモンロールで

す。映画の様にスムーズにはい

かずドタバタロールになりまし

たが、味はまあまあ。後日再チャ

レンジし、職場仲間にも振る舞

　フィンランドを舞台に、日本

人女性が飲食店をオープンし、

お客さんやスタッフのいろんな

生き方に触れていく、ほのぼの

とした良い映画だと思います。

興味があったら蔦屋書店へどう

ぞ (^_^)

　映画の中にシナモンロールが

登場します。観たときはそれほ

ど気にしていませんでしたが、

ある時思い出してから何となく

作ってみたくなりこの度挑戦し

てみました。動画やレシピを検

索すると、出てくるわ出てくる

わ。この中から何となく簡単そ

うなものを選び（と言ってもさ
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春よ、 来い（松任谷由実）

はるよ こい

あわき　ひかりたつ　にわかあめ　いとし　おもかげ　　
あわき　ひかりたつ　にわかあめ　いとし　おもかげ

の　ちんちょうげ　あふるる　なみだ　の　つぼみ
の　ちんちょうげ　あふるる　なみだ　の　つぼみ

から　ひとつ　ひとつ　かおり　はじめる　それは　
から　ひとつ　ひとつ　かおり　はじめる　それは

それは　 そら　を　こえて　 やがて　やがて　 むかえ　
それは　そら  を　こえて　やがて　やがて　むかえ

に　くる　はるよ　とおき　はるよ　まぶた　
に　くる　はるよ　とおき　はるよ　まぶた

とじれば　そこに　あい　を　くれし　きみ　の
とじれば　そこに　あい　を　くれし　きみ　の

なつかしき　こえ　が　する
なつかしき　こえ　が　する

きみ　に　あずけし  わが　こころ　は　いまでも　
きみ　に　あずけし　わが　こころ　は　いまでも

へんじ　を　まって　います　どれほど　つきひ　が　
へんじ　を　まって　います　どれほど　つきひ　が

ながれても　ずっと　ずっと　まって　います　
ながれても　ずっと　ずっと　まって　いますー

それは　それは　あす　を　こえて　いつか　いつか　　
それは　それは　あす　を　こえて　いつか　いつか

きっと　とどく　はる　よ　まだ　みぬ　はる
きっｔ　とどく　はる　よ　まだ　みぬ　はる

まよいたち　とまる　とき　ゆめ　を　くれし　きみ　　
まよいたち　とまる　とき　ゆめ　を　くれし　きみ

の　まなざし　が　かた　を　だく　　
の　まなざし　が　かた　を　だく

　　春よ、 来い（松任谷由実）

淡き光立つ　俄雨

いとし面影の沈丁花

溢るる涙の蕾から

ひとつ　ひとつ香り始める

それは　それは　空を越えて

やがて　やがて　迎えに来る

春よ　遠き春よ　瞼閉じればそこに

愛をくれし君の　なつかしき声がする

君に預けし　我が心は

今でも返事を待っています

どれほど月日が流れても

ずっと　ずっと　待っています

それは　それは　明日を越えて

いつか　いつか　きっと届く

春よ　まだ見ぬ春　迷い立ち止まるとき

夢をくれし君の　眼差しが肩を抱く

夢よ　浅き夢よ　私はここにいます

君を想いながら　ひとり歩いています

流るる雨のごとく　流るる花のごとく

春よ　遠き春よ　瞼閉じればそこに

愛をくれし君の　なつかしき声がする

指文字で歌ってみよう

　　手話サークルからお知らせ

１．サークル例会再開　　４月　２日　　

２．サークル定期総会　　４月 2 ３日

３．手話で結ぶ友の集い　７月　５日　

を予定しています。　皆さんの参加宜しくお願い致します。


