鹿の遠鳴き涼しく聞いて

カメムシ退治に熱い夜

来年の抱負

マチイ企画

まゆみ

代表理事

西岡

今年も残すところ︑後二ヶ月︒恐ろしいことです︒

年齢とと もに 時間の 経過の スピ ードが 増すと いうの

私は毎晩︑死んだように眠っ

は本当で︑もう最近では︑一年なんて瞬きする間かと
思います︒

こと寝ている時間！

ているのですが︑もう︑目を閉じて開けたら朝になっ

ています︒体感時間は五分程度なのですが︑ちゃんと

何時間も経過しているのが許せません︒

私には︑不眠症で悩む方たちの気持ちを理解してあ

げることができません︒私︑布団に入ったら︑二秒で

寝るんです︒布団がなくてもいいんです︒いつでも︑

どこでも︑誰とでも寝られるんです︒自分がそうなも

のですから︑長いこと︑私は他の人も同じなんだと思

っていました︒他者に対する想像力の欠如︑簡単に云

えば︑思いやりのなさですね︒

来年こそは︑想像力を豊かにして︑人を思いやるこ

とのできる人間になりたいものだと思います︒日々︑
精進︒
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第３号

匡史

ライブラリアン

ダブリ本の世界
副代表

土屋

博美

雑貨部部長

﹁マキストーブノススメ﹂
マチイ企画

井上

﹁雪の降る夜は楽しいペチカ♪﹂

﹃パタゴニア﹄〜あ るいは風 とタンポポ
はるはあけぼの︑
の物語り〜椎名誠
なつはよる︑
あきはゆふぐれ︑
初手からなんだがこの本は現在一冊
ふゆはつとめて︒
しかない︒ひとに撒きすぎて皆に﹁うち
にあるから返さ なくてもいい︒﹂と言っ
秋 の夜長 ︑みなさ ま如何 お過 ごしで
ているうちに手元に残らなかったのだ︒
すか？
それが引 越 しの時 ︑ヒョッコリ出 てき
マチイは一足先に紅葉が始 まり︑薪ス
た︑しかも 今はなき﹁情 報 センター 出
トーブの頼もしい季 節になってまいりま
版局﹂版︑うれしかったなぁ︒
した︒スタッフが汗を 流して用 意した薪
作 品 は突撃 ルポとシーナ的 私 小 説
をストー ブにくべながら ︑こうこう と燃
が融 合︑極地 の自 然 と個 人的 不 安 感
えるストーブに鍋が所狭しと乗っかって
の対比が感傷を誘います︒
いるのを眺める至福︒
そしてワインが美味 そうだ︒﹁バカ安
マチイに行った時に私の作った料理を
のワインをバケツで買ってき てティー カ
よく﹁おいしい﹂とお誉め頂 くのです が︑
ップです くって飲 む︒﹂そして二 十 年
それは私ではなくストーブが作ってくれ
後 ︑チリワインが自分 のデ イリーワイ
るからなのです︒
ンになろうとは⁝
夏のマチイはもちろんなのですが︑薪ス
トーブの季 節はワタシ的にとても おスス
メ︒是非 ︑ストーブを 使った料 理に挑戦
してみて下 さい︒シチュー に煮 込に豆 料
理に︒
﹃今夜︑すべてのバーで﹄ 中嶋らも
で︑アルコールが出たからにはこの本は
はずせない︒エッセイにくら べるとカッコ
よ
すぎるけど︑アル中関 係の学術書を肴
に飲 む場面 を読 みながら よく飲 んだ
よなぁ︒

しまった︑２冊しか出 来なかった︑以
下次号

海女への試練︵その二︑

美樹

婦人部リーダー

研修制度の現実︶

マチイ企画

大林

海女研修とは︑実際何をするのか？

ベテラン海 女さ んについて︑いろいろ教

えてもらいながら・・・などと思っていた

ら甘かったのでした︒海女は︑海の中で

は一人です ︒みんな自分の漁 場を持っ

ていて︑仲間同 士でも場所を 教えたリ

しません︒なので︑私はあ まり近 づき

過ぎ ないよう︑一 人 で黙々 と潜ってサ

ザエ等を獲っていました︒かなり孤独 な

作業でした︒

しかし︑海から上がった海女さんは︑

とても 親切 です︒道具を 貸してもらっ

たり︑破 れたウエットスーツ︵海女 さん

は かっぱ と呼 ぶ︶を 直してもら った

り︑おいしい物もたくさん頂きました︒

私は︑海女 研修 というより︑海 女体

験 を したんだなー と思 います ︒次 回

は︑海女さんの一日について書いてみた

いと思います︒
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田舎ぐらしのススメ
作詞作曲歌・悉皆担当

マチイ企画

裕史

事務局長

イヨマンテの夜
出雲

わっていた僕ら 夫婦が︑三 重県志摩 市に移り

マチイハウスの元であ る古民 家の改修 に携

に遭遇する機会もあります︒林業ではス

ら山に行くことが多いので必然的にクマ

いてのニュースが多く聞かれます︒職業が

誠司

住んで︑約 ２年︒憧れ の﹁田舎 暮らし﹂を始 め

ギ・ヒノキのクマによる皮むき被害︵皮を

バルタン

てみて思 うのは︑正負 の法 則と言う べき か︑

剥がれた木は枯れます︶が山親の頭を悩

この秋も全国でクマの出没と被害につ

得たものもあれば︑失 ったものもあ るという

ませ︑その防止に多くの労力を注ぎ込み

匂いや味に引き寄せられるのか？クマの

なってきたのか？人里の畑の物やゴミの

山に入らなくなりクマが人を恐れなく

うか？広葉樹の実りが少ないのか？人 が

しょうか？山奥に植林しすぎたのでしょ

ます︒果たして何が原因になっているので

こと︒
得たものとしては︑愛犬と︑その愛犬を自
由に遊ばせられる広い公園や田んぼの中の
一本道︒そして︑自然の中で汗を流して働く
仕事 森(林組合 と)︑古くて広い格安の貸家︒
失った最大のものは︑人とのつながり︒培って

個体数は増えているのか？減っているの
か？果して適正な個体数とは？報道で

きた素晴らしい関係をまたゼロから始めると
いうのは︑大変なことなのだと痛感︒やはり︑

は︑そんな検証が置き去りにされたまま

ます︒方向性と一貫性のない対策に︑こ

闇雲に感情的な駆除と保護が騒がれてい

僕のようなエセ・ナチュラリストは︑﹁町﹂に
﹁居﹂ながらにして田舎暮らしを満喫できるマ
チイハウスこそが︑理想郷なのかも？

のままではクマを捕獲しても犯罪者︑逃
がしても犯罪者と言われかねません︒

マチイハウス オーナー

出雲 安代

病院のベッドでテ レビニュー スを見ていた ら︑
日本のゼネコンが 一万年も長持 ちするコンク リー
トを開発したらし い︒なんでも エジプトのピ ラミ
ッドを研究した成 果だといって いる︒ああ︑ 私の
股関節も︑せめて 五十年位長持 ちするセメン トで
できたらいいなあ ︒どなたか発 明してくださ い︒
ただし私の生きている間に︒
月 23
日夕方︑その日は小雨がショボショボ
10
降っていた︒スー パー帰り︑後 二歩ほどで我 が家
の玄関の手前で︑またしても神様︵私はそう思う︒
決して私は悪くな い！︶は︑突 然私の右股関 節を
はずした︒本当に あっという間 の出来事︒右 足は
七月に修理したば っかりなのに なあ︒つま先 を見
ると︑なんと直角 に外側向いて ︑５センチく らい
短いではないか！ 初めてのこ となので︑た だた
だびっくり！
今回つくづく勉強 したことは ︑自分で助け られ
ないのに︑大勢の 人と一緒に野 次馬になるの はや
めようと︑心に誓いました︒
救急車を待つ間 の時間の長 さをハンパじ ゃな
い！ またしても チキンパーテ ィーに迷惑を かけ
てしまい申し訳ありませんでした︒
いよいよ紅葉の始 まりです︒ 短くてもきれ いな
秋︒マチイハウスで会いましょう︒
︵十一月四日退院の日に︶︑
︵ウェブ︶ http://www.machii-house.com
︵メール︶ info@machii-house.com
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クイズのこたえ︵２︶

月
12

日︵土︶マチイハウスにて
23
開催予定！

マチイハウスでは︑年末になる と臼と杵でお
餅をついて︑お正月に備えます︒
今年は︑一般の方の参加も募りたいと思いま
す︒例のいつものカンパ制です︒
おくどさんに火を入れ︑もち米を蒸し上げ︑
よいしょよいしょとお餅をついて︑みんなで丸め
ていきます︒
つきたてのお餅を食べた後は︑クリスマスパー
ティーです︒サンタを信 じている 人も︑そうで
ない人も︑今年のサンタを楽しみにしていてく
ださい︒

mkikaku@machii-house.com
秋のマチイハウス・イベント
﹃チキンパーティー・リベンジ！﹄
今回は︑十月に開催されたはずのチキンパ
ーティーのご報告をする予定でした︒
しかし ！ マチイ ハウス オー ナー入 院と
いう緊急事態のため︑急遽︑パーティーを延
期させていただきました︒
この号が出る頃には︑無事パーティーを終
えていることかと思いますが︑編集時点では
間に合いませんでした︒
当日︑予約をされていた方々︑心よりお詫
び申し上げます︒
また︑十一月のパーティーに起こしいただ
いた方々︑本当にありがとうございました︒
楽しんでいただけたなら︑光栄です︒

冬を越せないのか、何故か？秋になると家の中

ゴキブリが居ない葛川ですがその代わり寒い

にたくさん上がって来て困らせる虫が居ます。

動きは非常に鈍いのですが料理に入ったら…

（ヒント）数多く出て来るとその冬は雪が多い

という伝説があります。いじめると臭いです。

ムカデ

２

カメムシ

３

コオロギ

４

スズメバチ

編集後記 ＊＊

間に年が明ける〜〜〜

!

繭
(︶

換を︑いつに するかで 悩んでいま す︒云う てる

す毎日です︒ 今年もス タッドレス タイヤへ の交

るのか︑いつ 零度を下 回るのかと ︑怯えて 暮ら

でいる場合で はありま せん︒もう ︑いつ雪 が来

風が涼しく なった︑ 空が高く なったと 喜ん

＊＊

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

１

ご近所のカオ②

広告 ＊＊＊

年末︑おとなりのＳさんの作業場では︑お正
月用の七五三縄作りが始まります︒
このへんでは︑どこの家でも自宅で七五三縄
を作ります︒
私たちも昨年は︑Ｓ夫人に教わって作ってみま
した︒見ていると︑Ｓ夫人はさくさくと縄をな
っています︒とても簡単そうに見えます︒しか
しまあ︑見ているのとやってみるのとでは大違
い︒とても難しかったです︒
昔はどこの家も田圃をやっていたので︑藁も
ふんだんにあったし︑誰でも縄をなうことがで
きたのでしょうね︒田圃のない私たちは︑材料
の藁もいただかなければなりません︒

＊＊＊

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
︵火曜定休︶
12:00am~10:00pm
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