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あなたの参画が多様性を認め合うコミュニティづくりの輪へ
あなたの余剰を分かち合う優しさが丹波の自然をまもる輪へ
あなたのすてきな能力の提供がコミュニティの自立と共生へ
人権・環境・共生

新年おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。
発行所：NPO 法人丹波まちづくりプロジェクト事務局：〒669-3571 丹波市氷上町新郷 1574

＊ 編集人：赤井俊子 Tel/Fax0795-82-0065 E-mail：syunko27@yahoo.co.jpURL：http://mito.tamba.tv
☆☆☆☆☆ 新入会員 ☆☆☆☆
ご入会ありがとうございます 2013 年 10 月以降に新しく入会された方です（敬称略）
○古屋朝子 （柏原町） 〇前川はるみ（青垣町 ）〇ウリボーイユニオン（柏原町・企業会員）
先好後嫌 vs. 先嫌後好
正月になると、一休による「門松は冥土の旅の一里塚・・・」という有名な狂歌を思い出す。
これは正月の二面性を指摘したものだがものの二面性を考えてみよう。
正月の食卓には以前ほどではないが「おせち」が並ぶ。出された料理は全て好物だという人は
別にして、好き嫌いがある人はどの順に口に入れるのか。
好きなものから食べる人は「目の前にある料理のうち最も美味しいものを食べられる。逆に嫌
いなものから食べる人は、常に目の前の料理のうち最も美味しくないものを食べることになる。」
そして、嫌いなものから食べる人は「常にその前に食べたものより美味しいものを食べること
になり、一口ごとに美味しさが増していく。逆に嫌いなものを残すと一口ごとにまずくなる。」と
反論するかもしれない。言うまでも無く、美味しいとかまずいとかはそれぞれの嗜好であり、必
ずしも一般化されるものではない。
この例のように、どのような行動も、それぞれ理屈があり、大げさに言えば『何事にも両面の
真理がある』と言える。一拍措いて考えるとどうにでもいえることが多い。しかし、日本ではそ
れほど活発に議論が行われないで有耶無耶なうちにものごとが決まって行くともいわれる。選挙
前にはさほど議論を戦わせないが、後になって議論奮発が起きるのはよく経験することだ。そこ
で、お正月休みに熱くならない範囲でディベイトを試みてはどうであろうか。
取り敢えず話のとっかかりとして面白そうな本を二冊紹介しよう。アンブローズ・ビアスの『悪
魔の辞典』と田辺聖子の『人生の甘美なしたたり』などから議論のネタが見つかるだろうと思わ
れる。
未杜男
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予告 ＜1 月未杜井戸端会議＞
（1 月未杜井戸端会議）
日 時：1 月 15 日（水）13 時 30 分～15 時
場 所：柏原住民センター
テーマ：経済よもやま話。（アベノミクスであな
たの家計に変化はあったでしょうか）
お 話：岸田 功さん（未杜会員）
参加費：資料代として会員 200 未杜一般 300 円

＜2 月未杜井戸端会議＞
日 時：2 月 19 日（水）10 時～14 時
場 所：氷上住民センター料理室
テーマ：男性向けペアスタイルクッキング教室
指導 ：和楽スタッフ 芦田文子さん（未杜会員）
＊あなたの好きな料理を一緒に作りましょう
一人暮らしの男性が増えています。毎日のお食
事はどうしていますか。最近ではお惣菜もお弁
当も買うことができます。でも飽きてしまった
時自分で食べたいものを作れたらきっと満足
できるでしょう。ペアクッキングでは一人一人
の好みの料理を作ることができます。
参加費：未杜会員 200 未杜、一般 300 円
希望者は事務局、またはご存知の
スタッフまで 1 月中にご連絡下さい

＜11 月未杜井戸端会議＞
丹波市畜産組合の組合長・富田さん（未杜会
員）から近年の牛肉や牛乳事情についてお話を伺
いました。（もみじの圓通寺にて）

＜3 月は決算パーティです＞
◎

〇未杜大賞等の発表
〇みんなで地域通貨ゲーム
〇リサイクル楽器による楽しい音楽会
奏者：リサイクル楽器奏者
足立晃一郎氏
＊ケーキコーナー、抹茶コーナー、リサイク
ル出店など楽しいイベントが楽しめます

報告

＜10 月井戸端会議＞

未杜ひばりの呼びかけで実現した秋空コーラス
です。さわやかな秋風の中思い切り歌いました。

12 月未杜井戸端会議
「オリンピックの功罪」の話とポットラックパー
ティ。小西教授の話では「数字」のトリックも。
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＜個人登録票について＞
当法人では会員交流のツールとしてまた会員間の絆として地域通貨「未杜」を循環さ
せています。「未杜」は会員のアイデンティティと言えます。その「未杜」をより楽
しい助け合いのツールとして活用するため、個人登録票のリニューアルをお願いして
います。まだの方は同封の返信用封筒に入れてお送りください（ファックスでも可）。
なお、サービス授受も箇所は白紙でもかまいません。
以下は返信いただいた方の数例の掲載です。
〇こんなことを手伝えます。
〇こんなこと助けて下さい
＊パソコンサポート
＊未杜新聞印刷手伝い
＊電気工事
＊こもり（孫）
＊絵本読み（幼児対象・100 未杜）
＊相談
＊テレビ番組録画
＊料理
＊ＤＶＤダビング（500 未杜＋実費）
＊友達作り
＊病院・役所・買い物の送迎
＊青垣・柏原間の送迎（勤務の無い）｝
＊地域づくりイベントの準備・手伝い
＊送迎 （距離にて判断）
＊柏原町内の案内
＊庭木の剪定（相談の上）
＊調理（1 時間 500 円＋300 未杜）
＊古い着物（一枚 1000 円）
＊絵本読み
＊庭木の剪定（1 時間 800 円＋200 未杜）
＊行政事務代行
＊裂き布で作るぞうりの木製編み台を
＊移動・送迎運転協力（100 未杜＋実費）
作ってってほしい（作り方の本有り）
＊出張アコーディオン伴奏（500 未杜）
（実費＋1000 円＋1000 未杜）
＊ココナッツ洗剤（2200 円＋300 未杜）
＊庭の植木・菜園の相談とアドバイス
＊藤棚下でお茶会（100 未杜＋実費）
＊筍堀体験（1 本 100 円＋100 未杜）
＊恐竜音頭（生歌）
＜地域通貨研究会報告＞
私が初めて赤井さんと出会い、その場で入会の意思を申し出たのは、地域通貨とい
うツールに魅了されたのではなく、今思えば、前身の「新しいコミュニティを創造す
る会」に込められた想いが、私に伝わっからだった。
目的がはっきりしなければ、地域通貨・未杜は、丹波の地に生まれてこなかった。
行政主導の就活支援や婚活支援は、いわゆる就職・結婚がゴールと思い、その後の事
は何も考えない。
赤井さんは、結婚してムラ社会に入ったお嫁さんを何とかしたいと民間主導で活動
し、お嫁さんの明るい姿を想像して地域通貨・未杜が誕生させた。その後、お嫁さん
だけではなく、ご年配の男女の方、ご商売されている方にも愛されている。今こそ、
いろんな会員さんとのつながりが広まってほしい。

（橋本安彦）

3面

2014 年（平成 26 年 1 月 1 日）未杜新聞

会員

4面

紹介

今月は氷上町の平井孝彦さんです
明けまして、おめでとうご
ざいます。昨年は還暦とい
う節目の年でもありました。
会員紹介のお話を頂きまし
たので、人生の転機につい
て、また悲喜こもごもの中
身について、私事ながら述
べさせて頂きます。５０歳
を前に尊敬する地域の先輩
の勧めもあり、丹波市合併前の氷上町議会に立候
補しました。当選後、自営業を廃業、現在の市会
議員もそうですが、議員一本で活動しています。
自分自身の不徳から来るものでしたが、第２回の
丹波市議会選挙では同点での抽選負けで議席を
失いました。抽選とは言え負けは負け厳しい現実
が待ち受けていました。明日から仕事をしなけれ
ば食べてはいけないのです。５５歳の年齢では仕
事は見つかりません。この年まで勤めた経験もな
く不安で押しつぶされそうな日々でした。
そんな時、知人の紹介で多可町の特別養護老人ホ
ームで働いてみないかと声をかけて頂きました。
何の資格ももたずに４年間勤務しましたが自宅
での父親の介護の経験など役に立たず、介護の現
場は想像をはるかに超える仕事でした。その体験
がかけがえのない糧となりました。２４時間の重
労働に加え、献身的な介護にも拘らず給与的には
報われない介護従事者の現実、認知症入居者の看
とりと終の住みかの問題、高齢化社会が抱える
様々な問題にふれることが出来ました。これから
の議会活動に活かして行きます。未杜会員として
は地域通貨の活用は出来ていませんが丹波まち
づくりプロジェクトのコンセプト「人権」「環境」
「共生」は私の政治課題でもあります。地域コミ
ュニティ再生の取り組みを共有できればと考え
参加をさせて頂いています。ご理解のほど、宜し
くお願いします。本年も会員の皆様にとって、良
い年となる様にお念じ申しあげます。

7 月以降寄付をいただい
た方です。ありがとうござ
いました。
〇岸田 功様
〇橋本美容室様

＜編集室より＞
パラダイムシフト
最近新聞の論評などに「パラダイムシフト」と
いう言葉を目にすることが多い。頻繁に出てくる
理由として、世界経済が低成長時代に入った今、
これまでのように市場や政府だけにたよること
の危うさを共有する必要があるからだと思える。
それは具体的には量から質への転換である。つ
まり物的な充足だけで真に幸福になれるのかと
いう問題らしい。
暮らしの質をよくすることの一つには、確かに
経済成長が欠かせない。しかしそれだけで「良い
生活」ができるのかと問われれば、すぐうなずけ
ずに考える人も多いのではないだろうか。
よい生活とは心の安らぎや人と人、また人と自
然との豊かなつながりなど地球環境の安定、さら
には本人のスピルチャルな部分も含まれる。
つまり経済成長だけが幸せのバロメーターと
考えてきた枠をシフトさせる必要があるのだ。
コミュニティや地球環境などこれまであまり
問題としてこなかったことが急に私たちの生活
に密接に関係するようになり、世の動き方を変革
しなければこの地球上で安全な暮らしができな
いと言う危惧からパラダイムシフトという言葉
が盛んになったと思われる。新しい年のすがすが
しい空を見ながら「真の豊さ」とは何かをもう一
度考えてみたいと思う。

