飽きぬうちから秋がくる

﹁最新家電考﹂

マチイ企画
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西岡

液晶テレビはイカの背骨でできている︒

そして プラズ マテ レビは イカの 背骨 にしか できな

い仕事を人工的に真似しているのだそうだ︒

我が家 のテレ ビは もう随 分と前 から 登場人 物の顔

色が限りなくデスラー総統に近かったわけだが︑この

奇跡で映るテレビを最近買い替える決意をした︒

そこで 家電に 詳し い友人 に液晶 とプ ラズマ の違い

について助言を求めたところ︑以上のような返答をい
ただいた︒

私は本物志向の俗物で ある︒﹁本場﹂ や﹁元祖﹂や

﹁天然﹂に弱い︒

どんなに胡散臭いことが分かっていても︑そのよう

な宣伝文句に踊らされる︒賢くない消費者だ︒
決めた︒

私はイカの背骨を買う︒

亀山工場︑待っていてくれ︒
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﹃ＬＯＨＡＳ﹄な生活
マチイ企画

井上

︵

海女への試練

婦人部リーダー

︵その一︑住宅問題︶

マチイ企画

まず︑海女研修を受 けるにあたり︑ 色々

美樹

しかし︑元来押しも押されもせぬ物欲の女

調べましたが︑実際に 受け入れている 地域

大林

の好きな本や音楽をラ ンキングする企 画が

王ゆえ︑土台無理な話でありながら︑過去の

は﹁志摩町﹂という所 だけ︑そして条 件の

﹃ＬＯＨＡＳ﹄な生活に憧れる私︒

雑誌なんかでよくある けど︑オールタ イム

数々の試練により﹁脱・物欲﹂の域に達した

オールタイムベスト テンとかいって 自分

を謳いながらあくまで もその瞬間にお いて

一つに︑海女をやる集 落に住むという のが

ありました︒

と大きく勘違いしていた︒
なのでもう開き直るが︑唯一の自慢は幼少

のベストであることは お約束︒しかし ︑う
ちの書庫︵つまり自室 ︶は過去の熱狂 が熾

ないことはないのです が︑漁業権等の 関係

そこは家から車で四 十分位の所で︑ 通え

数々︒地元の萬屋からバブル時代には某高級

で通いではダメとの事 ︒海女漁は天候 次第

の頃から収集してきた食器を含む雑貨の

かつて自分が面白か った本を他人に 貸し

舶来食器まで手を出すなんちゃって成金っぷ

きとなって燻っている︑ダブリ本だ︒

まくっていた時期があ る︒そして一人 に貸

で休みの日も多いと聞 いたので︑休み の日
しかし紆余曲折を経て多少の目利きも出来

り︒

ともう一冊買っていた のだ⁝さすがバ ブル

るようになり︑今ではシンプルで機能的な雑

実際︑あっちに住ん だりこっちに住 んだ

しておいて別の人にも 読ませたい︑と 思う

期︑正気ではない︒し かし五年前のベ スト

貨に囲まれつつある日々．特に最近気になっ

りすることはとても不 便だったので途 中か

は家に帰ればいいと思 い︑そこに家を 借り

ワンは調べねば判らぬ がこいつらはそ こに

ているのが北欧系︒ムーミンは勿論雑誌やお

らは着替えや駐車場だ けに使うように なり

ってしまったのでした︒︵次回へ続く︶

家を借りたけど無理や 無駄の多い生活 にな

とりあえず海女をや ってみたかった ので

ることにしました︒

在るのだ︑ダブリ本として︒

店で見かける雑貨の洗練されていることと言

そこでこの気恥ずか しい本のリスト を検

ました︒

められそうな予感︒

心機一転︑そろそろＬＯＨＡＳな生活が始

ったら！

証していこうと思った のだがスペース が尽
きた︒再読作業をすすめて続きは次回にて︒
︵不評の様ならやめときます︶

で︑ＬＯＨＡＳって？
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マチイハウスのウタ
誠司

作詞作曲歌・悉皆担当

バルタン
京都から国道３６７ 号を北へ走る／ 大原

裕史

事務局長

大人もハマるつかみ取り
マチイ企画

出雲
葛川漁協 が主催 する川魚 の﹁つ かみ

ス／／まず目に飛び込 んでくるのは鎮 座ま

を右に曲がればそこが 僕らの／マチイ ハウ

／もくもくＢＢＱの橋 を渡って／突き 当り

小さな子供 連れの 来客があ ったの でこ

れて行こう と思わ なかった のです が︑

でいて︑あ まりに 近いので わざわ ざ連

うちの子 供達はい つも前 の川で 遊ん

取り﹂に行ってきました︒

します石窯様︑石窯様 ／皆で河原から 石を

の機会に初 挑戦︒ 自転車で 河原に 下り

過ぎて途中トンネル抜 けて花折峠を超 えて

運んで作り上げたのさ ／モクモク煙が 立ち

ると国道の 車もま ったく見 えず︑ 完全

まで行かな かった のか︑居 心地の よさ

昇り／子供達が走り回 って幸せな時間 が始

の古い古い一軒家／皆 で床を張って壁 を塗

は期待以上 でした ︒大人二 千百円 ︵魚

にプライベ ート＆ オフモー ド︒な ぜ今

ってデッキを作って／ 欄間に出窓にス テン

４匹付︑子 供は半 額︶でバ ーベキ ュー

まる／マチイハウス／ ／元はと言えば 田舎

ドグラスにベンガラ格 子／今じゃすっ かり

用の炭や食材︑飲み物も持ち込みＯＫ︒

屋根もあ り︑涼し い川辺 のゴザ の上

昔の面影もわからない よ／マチイハウ ス／

くべ／揺椅子に座って うとうとしたり する

で鮎やイワ ナの塩 焼きにビ ールも おい

時間も無制限で一日中楽しめます︒

のがママさんの夢／だ けども雪掻きや 薪割

しい︒つか み取り も程よく 難しく ︑子

／冬はガンガンガンガ ン薪ストーブに 薪を

で／忙しくてその夢はまだ当分夢のまた⁝

容でした︒︵九月まで営業しているそう

供はもちろ ん大人 も充分に 楽しめ る内

︵編集 人注 今
: 回 短縮 版の掲 載予 定で も収
まりません︒曲は清志郎調？︶

です︒︶

マチイハウス オーナー

出雲 安代

特別に暑く感じた夏も︑ようやく朝夕と涼し
くなりやれやれです︒四月二十九日のマチイハ
ウスオープン以来︑六︑七︑八月と私達の予想
を越えるお客様をお迎えする事が出来︑スタッ
フ一同︑心より感謝しております︒ありがとう
ございました︒今の所︑大きな問題もなく秋を
迎えようとしております︒
五月には愛犬のナンを亡くし︑七月は私が入
院︑一ヶ月もの間留守をして皆さんに大変な迷
惑をかけてしまいました︒又︑入院中にいろん
な声をかけてくれた人々へ︑ありがとうござい
ました︒
マチイハウスは︑秋も素敵なところなので︑
楽しい時間を過ごしに来て下さい︒
︵ウェブ︶ http://www.machii-house.com
︵メール︶ info@machii-house.com

＊＊＊＊＊ 広告 ＊＊＊＊＊

西側
150m

カフェの壁をギャラリ ースペー
スとして使ってみませんか？

カフェ・バターカップス
☎
(075)751‑7837

左京区白川通り錦林車庫上ル

12:00am~10:00pm︵火曜定休︶
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クイズのこたえ︵４︶

ち、卵ではなく親と同じ形の子ヘビを産む

（正確には卵胎生）ものはどれ？

（ヒント）毒ヘビです。マチイ企画では焼

酎漬けの販売を目論んでいるようです。

ジムグリ

３

ヤマカガシ

４

マムシ

編集後記 ＊＊

妙なところでしたが⁝どうでしょう︒︵土︶

２号のタイミ ングによ っては隔月 間か季刊 か微

実はこの編集 人︑持ち 回り制に なってい て第

化しつつあります︒皆様︑御自愛のほどを︒

出ていません か？秋の マチイ企画 は昼寝が 習慣

やっと秋め いてきた 今日この頃 ︑夏の疲 れは

＊＊

マチイ企画では︑いろいろ な活動やイベント
で私達と一緒に楽しんでく れるボランティアス
タッフを募集しています︒ もちろん様々な特典
︵あしたのＪＯＥ甚平残り２枚先着順︶
も待っています︒
私たちの活動に少しでも興 味を持たれた方︑
お気軽に連絡下さい︒
☎ 077
︵ 599
︶ 2670
mkikaku@machii-house.com

スケッターズ会員大募集

アオダイショウ

２

北欧雑貨プロジェクト始動に向けて
厳 し さ と 豊 か さ を も った 自 然 ︵森 ︑湖 と
フィヨルド と か︶と 牧 歌 的 な 民 族 性 ︵ムー ミ
ンだ な ︶そ んな と ころ が 一 般 的 な 北 欧 の イ
メ ー ジ だ ろ う か ︵あ と 高 負 担 ︑高 福 祉 と
か ︶︒
厳 しい環 境 に立 ち 向 か う た め に開 発 さ
れ た であ ろ う 重 戦 車 の如 き ボ ルボ は︑長 い
冬 の豊 か さ を 室 内 に求 めた ヤコブ センの家
具 や イ ッタ ラ のガ ラス器 と同 居 す る ︒
洗 練 さ れ た プロダ ク トデ ザ インの ノキ アな
ん かも そんな 風 土 で育 ま れ た のだろ う し︑
レゴ︵ブロック ︶の遊 び 心
も 忘 れ てはいけな い︒私
達 のプロジェク トはこのよ
う な ところ から 始 ま る ︑
の︑だ ︑ろ う か ？
︵写 真 はイ メー ジです ︒
本 文 とは関 係 あ り ま
せん︶

近年日本海 側の森林 地域で問 題のナラ 枯れ
が近隣で発生 しており ます︒ク リやナラ など
のブナ科の樹 木をカシ ノナガキ クイムシ とい
う甲虫が枯らすそうです︒
原因はいろい ろ考えら れるそう ですが人 間が
里山を利用し なくなっ てから被 害が拡大 して
いるようです︒
薪や炭を燃料 として利 用しなく なった現 在で
は人は山から遠ざかるばかりです︒

１

秋のマチイハウス・イベント
﹃チキンパーティー・リベンジ！﹄開催決定
来る十月二十九日︵日曜日︶マチイハウス
にて夏に 引続 きチキ ンパー ティ ーを開 催し
ます︒前回は都合がつかなかった方︑参加し
たもののスキヤキまで辿り着けなかった︑自
分も解体してみたかったと︑悔しい思いをさ
れた方︑是非リベンジしてください︒参加費
はカンパ制です︒
︵なお鶏 は数 に限り がある ので 解体希 望者
は事前にマチイ企画迄お申し込み下さい︒︶
さらにご希望の方には燻製工房による﹃ス
モーク教室﹄をご用意︒定番の﹁スモークチ
キン﹂他の作業行程を追体験しつつ﹁家庭で
もできる簡単スモーク﹂をご紹介します︒
︵こちらは五名限定・お土産付きでお一人様
三千円︑一週間前までにご予約お願します︒︶
どちらも 10:00
スタート︑食事のみ希望の
方はスキヤキが 12:00
スタート予定です︒
ご意見︑ご希望︑ご予約︑お問い合わせは
マチイ企画まで︒お待ちしております︒

mkikaku@machii-house.com
﹃おつまみ燻製倶楽部﹄
会員募集のお知らせ
マチイハウス燻製工房では︑月に一度スモ
ークがお手元に届く﹃おつまみ燻製倶楽部﹄
を始めます︒十一月から四月までの半年間︑
いつもの 食卓 にちょ っとか わっ た彩り はい
かがでしょうか︒月額三千円︵送料別 ︶︑詳
しくは別紙折込をご覧下さい︒
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葛川地区でもよく見かけられるヘビのう

