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・マウスシールド贈呈に感謝！感謝！  ・我が家に訪れるにゃんこ軍団

・やっぱり私は、お母ちゃんの子　　 　・ＧＯ　ＴＯトラベル

・１１月の健康診断                  ・孫から学ぶ

・２年前から断捨離を始めました　　  ・旅の思い出　　　　    　　

・１０月から体験入学させて頂いております   ・コロナ禍が終わったら旅をしませんか

・カタカナ横文字（英語）の紹介　　  ・最近さらに涙もろくなってきました

・スノーマン 55 の温泉めぐり         ・指文字で歌ってみよう「冬が来る前に」 
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心こもった贈り物に感謝!

中野立志舘高校 JRC クラブの皆さんと



・「北信ローカル」紙に贈呈式の様子が載っており、中身が見えるような贈呈の仕

方が良かったなあとちょっと残念でした。いち早くマウスシールドの必要性を

感じ取ってくれた JRC の皆様に感謝です。

・心を込めて作ってくれたマウスシールド大切に使います。⇒まこちゃん

・コロナ禍の中、手作りのマウスシールドを届けて頂き、とても感動しました。

学生さんの一生懸命さと、やさしさが伝わって来ました⇒リーコ

・マスクやマウスシールドが不足している時にいろいろなアイディア出たけど、

この発想はなかったなーて、びっくりしました。大切にします。ありがとうご

ざいました。

・若い人達のボランティア活動には、とても感動しますし、色々工夫して作った

マウスシールドをプレゼントして頂き嬉しく思っています。一つ質問ですが、

材料費はどこから出ているの？

・かわいらしいマウスシールドありがとうございます。

・中野立志舘高校 JRC クラブの皆さんマウスシールドありがとうございました。

色々と行動に移せたこと、とてもスゴイ！ことだと思います。若いっていいな

あと改めて思いました。皆さんキラキラしてました。これからも色々なことに

目を向け手を差しのべてくれたら、とても、嬉しいです。ご活躍期待しています。

・高校生の皆さんの発想と熱意、想いに感動しました。心より拍手です。ありが

とうございました。これからも手話を続けていってもらいたいですね、ぜひ中

野手話サークルで一緒に学びたいです。

・手話サークルへ体験で参加した際に、マウスシールドを頂きました。ろうあ者

の方にとってシールドの必要性知り、また、寄贈して頂いたものと聞き、大変

感動しました。娘と大事に使わせて頂いております。

去る、 9 月 24日 ( 木 ) 手話サークル例会日に中野立志舘高校 JRC クラブ

の皆さん 3 名と引率の先生 2 名と仲介役の須坂手話サークル会長の長坂さ

んが、 お出でになりお手製のマウスシールドを多数頂きました。

》１《

マウスシールド贈呈に感謝 ! 感謝 !
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》２《

はんを食べますが、当然足りな
いので顔を見上げて「ごはんく
れー」と鳴き訴えます。仕方な
いので、ちょっと追加してあげ
ます。
ある日、西の親方の後から仔猫
がついて来ました。抱き上げて
顔を見ると親方に顔、柄がそっ
くり！すぐ親方の子供だと直感
しました。いつの間にか母猫と
思われる白猫も居て仔猫の顔や
体をなめてあげ、仔猫も体をゆ
だねて気持ち良さそう。寒い中
３匹寄り添い窓越しに中をのぞ
いていました。そんな姿を見つ
めつつ思った事は人も動物も家
族であれば、どこか繋がってい
る絆を感じました。ごはんを与
えながら、これから冬を迎え、
もっと寒くなります。カゼや病
気にならないよう丈夫に育って

欲しいと願うばかりでした。
今年は、コロナ一色で生活が一
変し、自粛々の生活を送って
いますが、親方家族と出会い、
ちょっとホッコリした気持ちに
なれた事のうれしさを思いまし
た。
仔ねこちゃん、また遊びにおい
でね。……里親募集しようか
なぁ……
ねこ好きリーコでした

家へ帰ると車の音を聞きつけ
て、ごはんをもらいに毎日訪れ
るにゃんこ軍団。
毛色は、しろ、シロ、白、たま
あにマダラ毛、長毛の白黒猫に、
茶トラ色と様々です。
そんな軍団の中に親方と呼んで
いる体格の良い２匹の猫がいま
す。
１匹は東の親方（茶トラ）で、
ちょっと臆病な性格です。ごは
んを食べている時も回りを気に
しながら食べます。物音がすれ
ば、その場で固まって身動き１
つしません。でも出された物は
ガッツリ召し上がって帰って行
きます。
もう１匹は長毛で白黒柄で足の
太い西の親方です。こちらの性
格は、おとなしく、他の猫が食
べ終わるのを待って残ったご
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我が家を訪れるにゃんこ軍団 !! ＝あるひとコマ＝



いでね」なんて言っていた自分

が、やぱり母と同じようにジャ

ムや栗の渋皮煮を作っていて

「お母ちゃん、あの時はごめん、

私はやっぱりお母ちゃんの子

だぁ」と食いしんぼうな所も妙

に似ていて思わず笑ってしまい

ます。母から残された宿題だと

思って、これからちゃんと成長

しなきゃと思う、この頃です。

　　　　　　　　　徳竹佐織

となり、夏にたべるはずだった

枝豆は、やっぱりなかなか実が

太らず、10 月下旬に固くなっ

たさやから豆を取り出し、ゆで

て食べました。味は、なかなか

美味しかったです。

　母は保存食作りも好きで、家

には漬け物やビン詰になったも

のが沢山あります。梅干しや、

ニンニク、竹の子なら見てわか

るのですが、茶色になったもの

は何だかわからず、空けてみな

きゃ正体不明です。時々、母も

漬け物の処分に困って、しばら

く放置したものを一緒に片付け

て「もうこんなに今度、作らな

　母が亡くなり一年が経ちま

す。植物や畑仕事が大好きだっ

た母は、植木や畑仕事を私たち

に残していきました。家の前に

借りている畑は元は、りんご畑

だったこともあり、縦に細長く

草取りにも時間がかかります。

小屋の中には、母の使っていた

長靴や鎌がそのままになってお

り、畑仕事を楽しんでいた母を

思い出させます。

　今年はバラがとてもきれいに

咲きました。母はいないけれ

ど、ちゃんと育って花を咲かせ

る植物はえらいなあと感じまし

た。枯れないよう世話をして来

年もまたきれいに咲かせたいで

す。植物や畑仕事をすることで、

四季の移り変わりが、より良く

わかるようになりました。種や

苗を植えるにも時期がとても大

切ですが、ズクが抜けてやる気

がなくなり「明日やればいいか」

「明後日やればいいか」「今度の

休みの時でいいか・・」とズル

ズルと先のばしになり、種を植

える時期があっという間に過

ぎ、「最近は気候もおかしいか

ら、どうなるか、まいてみるか。」

》３《
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やっぱり私は、 お母ちゃんの子



》４《

(；´ ∀｀ ) 慣れない業務に苦

労されていて頭が下がる思いで

した…。クーポン発券に必要な

紙が不足する、やり方が複雑で

お店もお客も対応に苦労、一方

で得をしようとズル賢い事を考

える輩…などなど混乱は絶えな

い。そして第 3 波と言われる中

でまた何かと対応が変わってい

く事でしょう。

　上手くまとまりませんが、と

にかく分かりやすく、優しい

政策に期待したいです。因みに

その後両親には木曽の赤沢自然

休養林の紅葉を案内して来まし

た。余り良い写真ではありませ

んがお届けいたします。みんな

で気兼ねなく旅に出られる日が

早く来る事を願って！

　　　　　　　　　櫻澤慎一

　今もなお大変な状況にある新

型コロナ。旅行もなかなか簡単

には行けません。今年は何処に

も行けないとボヤいていた両親

を、「近場で良ければ」と、先

月南信に呼び、その際に近場の

ビジネスホテルを予約しまし

た。

　世間の話題となっていた Go 

To トラベル、どうやって使う

の？という状態でしたが、ネッ

トで予約をすると自動的に割引

がされていました。加えて地元

の色々な店で使えるクーポンも

表示され、食事や買い物が少し

安くなるというありがたいサー

ビス。よく見れば地域のいろん

なお店に「クーポンが使えるお

店」と共通する青いステッカー

が。実際に使ってみて「あ ? こ

ういう事か」と納得しました。

　クーポンは両親が駒ヶ根に来

たその日に外食で使わせてもら

いましたが、店員さんは精算時

に、説明資料を片手に四苦八苦
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『Go To トラベル』



》５《

くても、とか、冷たい言葉をか

けられながら、基本自分にとて

もあま～い人間ですので、家で

運動とか（やり方もわからん）

歩く、走るなんて、誰かが見て

いる訳ではないしサボるに決

まっているじゃないですか！誰

かの監視下で、厳しく指導（笑）

してくれるトレーナーの元、頑

張ることにいたしました。賞味

２ヶ月半ぐらいですかね、学生

時代の部活より頑張った気がし

ます。おかげで、先日健康診断

を終え、増えた分は帳消しに＋

昨年度の健康診断の時より１

㎏減りましたよー !(^^)! １㎏か

よって言わないでくださいねぇ 

笑

　運動が習慣ついたのか、やら

ない日は、体が重く感じます。

体動かすって気持ちいいです

ね。

体も心も軽くなった今日この頃

です。私のジム通いは、続きま

す。               。◊ ♡

　　　　　　　　　温ちゃん

　11 月 が 誕 生 日 な の で す が、

毎年この月に職場の健康診断が

あります。毎年です！ 11 月に。

普段これといって何かに気を付

けて（食事や運動）生活をして

いるわけではありません。昨年

の健康診断もこれといって問題

なく済んでいましたし、大病も

ないし、風邪をひくわけでもな

く、健康じゃん私～！と

　今年の健康診断の日程が決

まった７月中旬頃、ハタっと、

体重計に乗ってしまいました。

「マズイ !!」近年まれにみる数字

「ヤバみー」「ガーン」何トンだ

ろう、石が頭上に落ちてきた衝

撃。

　コロナ太りとはこのことか、

イヤイヤ違う、コロナのせいに

してはいけない、コロナでなく

ても結果は同じ事。自分の管理

責任のなにものでもな～い（涙）

で、一念発起しジム通いをする

こととしました。11 月の健康

診断を無事乗り越えるために！

家族には、お金かけていつまで

続くことか、お金なんか掛けな
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１１月の健康診断



》６《

きゃと思いついたロウソク、線

香の言葉に、いつの間にか優し

い子に育ってるなぁ・・・と何

だか胸が熱くなった。そして、

一緒に寄り添った、大きな孫娘

（１９歳）と父親（息子）の行

動にも頭が下がる思いだった。

私 な ら ど う し て い た だ ろ う

か・・・

　手も出さず、市役所に電話し

ていたかもしれない・・・

ちょっと考えさせられた日で

した。

　ちなみに、その猫は飼い猫の

様子はなかったという。

　　とよちゃん（山田とよ子）

いうことになり、丁度、小諸の

大きな孫もいて、３人でいざ、

近くの山へ。「ばぁば、ロウソ

クと線香持ってく！」私、「そ

うだね、しっかり埋めてあげて

お参りしてあげておいで。」と

送り出す。

　それから、１時間ほどで帰っ

てきた孫が「あのね、一回車で

はねられて、その後に来た車が

また、轢いちゃったんだよ。可

愛そうだったんだ。」

　現場を見た子ども達は何人か

いて、みんな、ショックだった

ようだ。

　たまたま、家が近かったこと

もあって、大人を呼びに来た

孫娘の行動の速さと何とかしな

　とある、水曜

日の午後の事。

夕飯の用意をし

ていると、小学

５年生の孫娘が

息 せ き 切 っ て、

帰ってくるなり、

「ばぁば、お父さんいるの？」「あ

のさ、あのさ、猫が車に引かれ

た！大変なんだよ！」

　丁度、宿直明けで家にいたお

父さん（息子）が聞きつけて「ど

うした ?」「お父さん、早く来

て！」お父さんを連れて現場へ。

暫くして、段ボール箱に、轢か

れた猫を入れて帰ってきた。も

う息はしていない。そして、「ど

こかに埋めてあげようよ。」と
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孫から学ぶ

秋ですね

秋ですね。みなさんは、どのような秋を過ごされますか？

食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋など、いろいろありますね。

私は、芸術の秋で、絵を描いてみました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金城さち子
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スッキリし、何だか身軽になっ
て良い気分です。
　「終活ノート」は、具体的な
連絡事項と取りあえず、今感じ
ている思いをザックリと書きま
した。
　不思議なもので、それだけで
何となく、安心感が生まれまし
た。
　この先も引き続き、少しづつ
捨て難い気持ちと折り合いをつ
けながら処分していきたいと
思っています。
　「終活ノート」も、考え方や

　飛騨牛のコロッケ最高。飛騨
牛の牛串最高。
　飛騨牛のすき焼き最高。
　白川郷もすーっごくキレイで
のんびり…飛騨牛のコロッケ最
高（この旅２ヶ目。）
また行きたいなぁ…です。

　甲府は、山に登って岩に登っ
て、山頂でこしあんの大福（持
参）たべて
　富士山見て、お団子食べて

（名物）、こしあんの大福（持参）
たべて
　 温 泉 ……。 こ の 温 泉、 知 っ
てる方も多いと思うのですが

「ほったらかし温泉」
　露天風呂大好き人間なのです
が、本当にここは今まで入って
きた中でも最高の

思いの変化があると思うので、
たまに読み返して書き換えた
り、足したりしていくつもりで
す。
　　ありちゃん（蟻川喜美江）

　最…高の景色が見られる所だ
と思います。
　今まで２回行ったコトがあっ
て、昼と夜。全く違う景色がそ
こには広がってました。
　朝もまた、全く違う景色見ら
れるらしいですょ。
　あ…。あと、ここの温泉玉子
の天プラ？温玉あげが本当に最
高なので、ぜひ。。。
　おなかすいてきたので、この
へんで…。
　　　　　　　　　淳ちゃん

　その流れで「終活ノート」も
書いてみました。
　まず手始めに食器類、本（漫
画も含む）衣類、靴、バック、
捨てられずにずーっと取ってお
いた全く使用しないし、見る事
もなかった、色々な物が沢山出
てきました。ヤフーオークショ
ンやリサイクルショップで多少
のおこずかいになった物もあり
ましたが、ほとんどは、ごみ収
集日に何回も「ヨイショ…ヨイ
ショ…」と出していました。
　その甲斐があって、とても

　なんだかんだで旅に出たがり
なので、Ｇ o Ｔ o で２回旅行に
行って来ました。
　９月に飛騨高山。１０月に甲
府。どちらも、人は少なめだっ
たけど沢山楽しむコトは出来ま
した。
　飛騨は食べ走り…？歩き…？
めちゃ歩きまわりました。
　飛騨牛のおすし最高。何個で
も食べられる…。

２年前から断捨離を始めました

旅の思い出

》７《
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》８《

お話ししたいと思いました。

　また娘は幼稚園在園中に、手

話で歌を披露してくれました。

まだ幼いのに手話で上手に歌

い、とても感動しました。

　娘にも、ろう者の方と手話で

楽しく会話ができ、またどこか

で手話の歌を披露できれば良

いなと願い、一緒に通っており

ます。

　親子共々宜しくお願い致し

ます。

　　　　　　　　春日香奈

　10 月から手話サークルに体

験入学させて頂いております。

春日香奈と申します。宜しくお

願い致します。

　サークル入学のきっけは、仕

事先に、ろう者の方がいらっ

しゃた事です。

　会話は筆談でも良いとの事で

したが、実際お会いすると、手

話での会話をすごく喜ばれ、笑

顔で楽しんでいらっしゃいまし

た。

　私も筆談で会話をするより

も、顔を合わせて手話で楽しく

　　　　　　★アンケートから★
・きっと、コロナはいつか落ち着くと信じて、近くでも良いので

　楽しい時間を共有したいですね。県内でも十分、良い所はある

　ので県内の美味しい物、食べ歩きツアーでもいいですね。

・はとバスで東京めぐり

・埼玉県長瀞の船下りは、したことないので、してみたいです、

・富山、ヤッフーで “ 富山観光 ” でググって出てくる “ とやま観

　光ナビ ” に出てくるモデルコースはいろいろ面白そう…。

・金沢

・コロナ禍で、どこへも行けなかったので、旅行できたら、とて

　も楽しいと思います。近くでも、ゆっくり観光できたらうれし

　いです。具体的な場所うかばず、すみません。

・今の状況では難しいかなあと思いますが、東京はとバスツアー

１０月から体験入学させて頂いております

コロナ禍が終わったら旅をしませんか
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》９《

最近、 コロナウィルス感染やＩＴ技術の発展に伴い、 さまざまなカタカナ横文字が聞か

れてくるようになりました。 そこで、いくつかカタカナ横文字の紹介をしたいと思います。

◇リマインド｜りまいんど
「リマインド」とは、「思い出させる」「思い起こさせる」といった意味でビジネス用語です。

日本語で言う「念押しの確認」や「再確認」と言う意味です。例えば、会議の数日前に再度、

予定通り会議に出席できるかどうか確かめるために、リマインドのための電話やリマイ

ンドメールをすることがあります。

◇バーチャル出社、オンライン｜ばーちゃるしゅっしゃ、おんらいん
オンラインとは、パソコンやスマートホンなどでネットワーク（主にインターネット）

に繋がっている状態のことです。オンラインの状況でネットゲームやネットショッピン

グやホテルなどの予約なども出来ます。またバーチャル出社はオンラインで仮想での会

社出勤の代わりに自宅で仕事をする事が、出来る状態です。

◇パンデミック｜ぱんでみっく
日本語的には “ 感染爆発 ” などと訳され、感染症や伝染病が全国的・世界的に大流行し、

非常に多くの感染者や患者を発生することをいいます。過去には「ペスト」「コレラ」「ス

ペイン風邪」「香港風邪」などがパンデミックであったと言われています。

◇ PAY  PAY ｜ぺいぺい
キャシュレス（現金を使わない）として現金のお財布をスマートホンのお財布にしたも

のです。お店で支払いをする時には、PAY　PAY のアプリから QR コードを表示してそれ

をお店の端末で読み取る方法と逆にお店に表示してある QR コードをスマホで読み取っ

て支払額の入力して支払う方法があります。利便性（使いやすさ）の面では以前からある、

お財布ケータイの方が、お店の端末に触れるだけで支払いが済みますので、お財布携帯

の方が使い勝手は良いようです。

◇インフルエンサー｜いんふるえんさー
インスタグラム（Instagram）やフェイスブック（Facebook）などの SNS ( ソーシャルネッ

トワーキングサービス ) やユーチューブ（YouTube）上で世間に大きな影響を与える人

を言います。

カタカナ横文字（英語）の紹介



スノーマン 55 の温泉めぐり

青木村田沢温泉有乳湯 ( うちゆ ) を訪ねて

　湯温は、温めで柔らかい感じ
の湯で長い時間、入っていられ
ます。泉質は無色透明で極小さ
な泡が漂っています。しばらく
湯に入っていると体毛や陰毛に
泡がまとわり付き、まだらな白
髪のような感じとなります。
　ここの一番のお気に入りは湯
上がった後の肌がすべすべしっ
とり感が素晴らしいことです。
その他、上田市塩田地区には、
他にも沓掛温泉、別所温泉な
ど、素晴らしい温泉が多くあり
ます。一度訪れてみてはどうで
しょうか。

　上田市の隣に位置する青木村
にある田沢温泉は古くからの名
湯として知れています。
スノーマン 55 も月に一度は訪
れている、お気に入りの温泉で
す。
　国道 143 号線から少し入っ
た所に温泉があります。狭い石
畳の道を 150 メートル程走ら
せると有乳湯（うちゆ）があり
ます。
　浴場は比較的おおきな浴槽で
一度に１０名位は入れると思い
ます。またカラン（洗い場）は
５つあり、そんなに多くはあり
ません。

　独断と偏見の評価
□景色　　：★★☆☆☆
□泉質　　：★★★★☆
□湯上がり感：★★★★☆
□お勧め度：★★★★☆
□泉温　　：比較的温め
□入湯料　：２００円
□浴場　　：内風呂のみ
□：
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最近さらに涙もろくなってきました

　最近、さらに涙もろくなってきました。
本を読んでは、泣き、映画を観ては泣き……
昔からすぐに感動して泣く事はありましたが、拍車がかかっ
てきているように思います。
この頃は手元にハンカチとティッシュを用意しています。
でも、そんな自分も嫌いではないなと思うこの頃です
　　　　　　　　　　　　　　まきちゃん（山田真紀子）

》10《



冬 が 来 る 前 に （紙ふうせん） 　　

ふゆがくるまえに

さか　の　ほそいみち　を　なつ　の　あめ　に　　　
さか　の　ほそいみち　を　なつ　の　あめ　に

うたれ　ことば　さがし　つづけ　て　わかれた　
うたれ　ことば　さがし　つづけ　て　わかれた

ふたり　こむぎいろ　に　やけた　はだ　は　いろ　
ふたり　こむぎいろ　に　やけた　はだ　は　いろ

も　あせて　たそがれ　わたし　ひとり　うみ　を　
も　あせて　たそがれ　わたし　ひとり　うみ　を

みるの　
みるの

ふゆ　が　くる　まえ　に　もう　いちど　あのひと　
ふゆ　が　くる　まえ　に　もう　いちど　あのひと

と　めぐり　あいたい　ふゆ　が　くるまえ　に　
と　めぐり　あいたい　ふゆ　が　くるまえ　に

もう　いちど　あのひと　と　めぐり　あいたい　
もう　いちど　あのひと　と　めぐり　あいたい

あき　の　かぜ　が　ふいて　まち　は　こすもす　　
あき　の　かぜ　が　ふいて　まち　は　こすもす

いろ　あなた　から　の　たより　かぜ　に　きく
いと　あなた　から　の　たより　かぜ　に　きくー

の　おちば　つもるみち　は　なつ　の　おもいで　　　
の　おちば　つもるみち　は　なつ　の　おもいで　

みち　きょう　も　わたし　ひとり　ばす　を　まつ　　
みち　きょう　も　わたし　ひとり　ばす　を　まつ

の
の

　冬が来る前に（紙ふうせん）

坂の細い道を 夏の雨にうたれ

言葉さがし続けて 別れた二人

小麦色に焼けた 肌は色もあせて

黄昏わたし一人 海を見るの

冬が来る前に

もう一度あの人と めぐり逢いたい

冬が来る前に

もう一度あの人と めぐり逢いたい

秋の風が吹いて 街はコスモス色

あなたからの便り 風に聞くの

落葉つもる道は 夏の想い出道

今日もわたし一人 バスを待つの

冬が来る前に

もう一度あの人と めぐり逢いたい

冬が来る前に

もう一度あの人と めぐり逢いたい

指文字で歌ってみよう

　　　　　編　集　後　記

本号は、ページ数が増えまして編集作業で、あたふたと

してしまいました。内容はいかがでしょうか。

「ひだまり通信」の編集員であります「スノーマン 55」

名の由来は、私の名前がユキオ（ゆき・お）ですので、

それを英語に変えてスノーマンとしたものです。５５は、

特に意味はありません。
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