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こ中ごろ恭こと

井i 簾女

よ争月の研修で伊藤肇先生から「私舟歩スタだ

道 〔一難一会の人生)1と 題 l´ た講演をいただ

き、退職時寺二 ざ lメ ー ドやその後の乗 り組み

等、生涯ずつと子 どモ)た ちと白き合って こら

れた年薦壽重み :こ とても感激 ヒ́ま したこ
「実意」をもつて子 どもたちを見/守 ることを

私も実践 していきたいです。

いつ も笑顔で声をかけてくださる伊藤先生

が大好きです。そ してア ドバイザーの皆 さん

すべてが我が師であ り、毎覇研修でその生き

方か ら多 くを学ぶ機会がいただけることを常

に感謝 しています。

さて、私事ですが、近年は親の介護と、息

子たちの結婚、孫の誕生等々、人生の一つの

節目に来ている思いを強くしています。

新しい家族がふえていくことは本当にうれ

しいです。これからもずつと夫婦、家族、地

域の人たちと、皆で伸よく、お互いを気遣い

合つて暮らt/て しヽくことができればと思つて

いますゥ

特に孫の誕生は、驚 くべき新たな発見の連

続です。子 どもの成長、特 i■ 生後 1年の赤 ち

ゃんの 日々亥」々 変化する様子は目を見張るも

のがあ ります。澄んだ瞳 とやわらかな感触は

命そのものであ り、月 つのすべてを幸せにす

4大きな力を持舎ていると感 じ.ま す
=
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お越 しいただき

酵I員会議主催による

「赤ちゃん・ふ歳,あ い会 :

め学習会を行いましたっ

岩美野で分実践 ネ11,

ている様子を詳 しく報

告 lズ もらい、赤ちゃ

んの成長や命の尊 さを

心と肌で実感 しながら

コミュニケー 1/ョ ンす

ること、ふれあ うことにより、参加 されたお

母 さんや児童生徒たちに気づきや変化が生 じ

るとい うことで した。

会の出席者は、人数は少なかったものの、

我が町の学校、保育園、児童クラブ、民生児

童委員、青少年関係等、それぞれ地域の子 ど

もたちを本気で考え支えるメンバーがそろい、

西浦 さんからのお話の後、江府町の子育て状

況や保 。小 饉中の情報交換や共有の場となり、

大変に有意義な会にな りま した。そのきつか

けづ くりをしてくださつた西浦 さん、本当に

ありがとうございました l

江府町では、残念なが らまだふれあい会を

実施するには至っていませんが、これか らも

このメンバー との連携 を大切に して、江府町

な りのふれあいの取 り組みを進めていきたい

と思つています。

農耕の民と流浪の民

農地への「ありがとう」を忘れた日本人

西上 洋治

台鳳の被害は予想以上の ものです.雨がた

くさん鋒 るよ うになったのか もしれ ませんが、

根本的 :こ は山の手入れ を しな くなった結果 、

出での保水力がいち じる ヒノく低 下 しているの

裏面に続く



です。植林 された木々の下は草が生えていま

せん。流れ出した水は土砂 となつて駆け下 り

てきます。

このような山の手入れをしなが ら生活する

若者がいないので現状は回復 されないと思い

ます。政治主導 といいながら、ほった らか し

にされ、このままでは 日本の国土はだめにな

って しまいます。

自民党時代からアメリカ流の民営化、グロ

ーバル化に毒 され、民主党になつても何 ら日

本流が復活 されないまま、今 日に至つていま

す。

日本は農耕の民と言

われ、先祖からの国畑

を耕 し、大事に引き継

いでいたのです。

ところが、アメリカ流

のビジネスモデルがさ

も発展の姿であるがご

とき主張がなされ、企

業もそれまでの終身雇

用制をどこかに忘れ去っています。 日の前の

獲物を捕 らえ、食 して生活する流浪の民のよ

うな姿が今 日の 日本なのです。

行政担当者 も議員 も、今一度 日本のあるベ

き姿を考えてほ しいものです。先祖伝来の機

田も耕作放棄地 とな り、水田の保水面積 も急

激に減つてきていることを知 らないので しょ

うか。へたな助成金を出すよりも、そこで生

活 している人々が住み続けられ るよ うなシス

テムをつ くることが必要なのです。国防にも

匹敵す る国土保全のシステムづ くりなのです。

通心

芳村 恵子

ある日、タクシーに乗 りました。運転手席

の背中のポケ ッ トに、お知 らせのパ ンフレッ

トや冊子が挟んであ りました。その真ん前に
「光通心」 とい う冊子が 目に飛び込んできま

した。

今朝は出勤 したとたん、腹痛で救急受診 し

た方が子宮外妊娠 と診断 され、早 く総合病院

に搬送 しなければならない状況になつていま

した。早速着替えをし、書類を手に送ってい

きま した。待ち構 えていてくれた病院スタッ

フに送 り届け安堵 した帰 り道でした。

冊子の右下に小 さな字で、「題字 柴山抱海

書」 とあ り、ある葬祭センターの機関紙で し

た。 どうも私はその 「つ うしん」の言葉に引

かれたようで した。長い間、ア ドバイザー通

信の編集に携わ らせて頂きなが ら、通信で心

を通わせたいとい う思いはあつても、「通心」

と書き表す とい う発想がなかつたのです。辞

書を維解いても「通信」や 「痛心」はあって

も、勿論 「通心」はあ りません。 日本語の優

しさに触れた思いでした。

薄つぺ らの小 さな冊子ですが、ほんの 5分
ほどのクリニックヘの帰 り道には読みきれな

く、頂いて車を降 りました。『特集 因幡の自

兎』で面白く読ませて頂きました。

搬送した患者さんの手術が無事に終わるよ

う願いながら、朝からいい気分になりました。

おまけに運転手さんが女性で、タクシーの中
の香りが良かったのも心を癒す相乗効果にな

ったのかも知れません。朝早くから、ありが

とうございました。

編集後記

2011年も、残すところ20日 になりました。

年賀状の話題も多く聞かれるようになりまし

た。今年は震災があつて、まだまだおめでと

うの気持ちになれず、それでも感謝とお礼の

気持ちは伝えたいと「元気だ状」という葉書
がだされたというニュースが流れていました。

「絆」「通い合 う心」という言葉が、身に格

みる一年でもありました。

どうか、よいお正月をお迎えください。
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