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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申し上げます
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新入会員：ご入会ありがとうございます。2014 年 9 月以降に入会された方です(敬称略)
〇 芦田真之(山南町)
一年の計
「一年の計は元旦にあり」といわれるように、年頭に当たりその年の生活指針を設定すると
いう方もいるのではないかと思われる。その際には内外の格言・諺に拠ることも多く、『早起きは
三文の得（徳）』も一例であろう。これは英語では、早く起きる鳥は多くの虫を捕まえられるとい
うらしい。しかし、虫のほうから考えてみると、早く起きた虫が鳥によって捕われるということ
である。虫にとっては明らかに大変迷惑なことである。
金子みすずは 26 歳で亡くなったが未だに人気がある詩人であるが、彼女の『大漁』にも同じよ
うなことが歌われている。そこではオオバイワシが大漁であれば浜は大漁で賑わっているが、一
方海中では多くのオオバイワシの弔いが行われていると立場を入れ替えてみると違った世界が浮
かんでくるという発想の転回を示したものとして注目された歌である。
以前に『一休の門松』によって二面性については書いたことがあるが、それは見方が変わると
違った世界が見えてくるというものである。また、一般に多くの格言・諺には相反するものがあ
るので自分に都合の良いような格言・諺を見つけることが肝要であろう。
生活信条が拠る格言・諺は年齢などの状況の変容に応じて変化するように思われる。高齢期に
入ると、『人間万事塞翁が馬』が合って来たように思われる。これは原因から結果を合理的に追求
するのではなく、結果から原因に遡及してはどうかということでもある。例えば、明日の天気に
気を揉んでも仕方がない、それは明日になればはっきりするので、広く準備をしておけばよいと
いうことである。さらに、準備は自分だけでは不可能だと認識したら、準備の礎を強化するのに
『オタガイサマ』を念頭に置いて多方面との交流を模索すべきであろう。 未杜男

「予告」
＜1 月未杜カフェ＞
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内容：和菓子にチャレンジ
日時：1 月 17 日（土）13 時 30 分
場所：氷上住民センター調理室
指導：前川はるみさん（未杜会員）
丹波の特産・山の芋をつかって上用饅頭や
薄皮饅頭を作ります。

＜2 月未杜カフェ＞
日時：2 月 15 日（日）13 時 30 分
場所：氷上住民センター会議室
内容：「芦屋で地域通貨を発行する」
お話：上野義治さん
コミュニティ援助室代表理事
未杜と芦屋ボランティア連絡会の交流を通し
て芦屋の男性が地域通貨：未杜のコンセプトに共
感され、地域通貨を発行されることになりました。
その様子をお聞きします。未杜会員さんのいろい
ろな発言がきっと上野さんに役立つと思います。
参加して是非意見を言ってください。

＜3 月未杜カフェ＞
日時：3 月 28 日 13 時 30 分
場所：柏原住民センター
内容：市の課題解決における市民の参画と協働の
具体化（仮題）
お話：丹波市副市長
鬼頭哲也氏
未杜カフェは未杜決算パーティの同日に開催し
ます。
決算パーティ（案）
１、未杜大賞などの発表
２、未杜フリーマーケット
未杜で買い物を楽しみます。
未杜フリマ出店のご協力をよろしく
お願いします。（未杜+実費、または未杜）
３、カフェコーナー
●開催に関するご意見ご提案をお寄せください。

「報告」

＜10 月未杜カフェ＞

10 月 21 日に芦屋市ボランティア連絡会の会委
員さんたちと氷上住民センターにて交流しまし
た。会員さんは三友楼で昼食後、四季菜館にて枝
豆を購入、 美術館で原田泰治展鑑賞後、氷上住
民センターで未杜会員と地域通貨ゲーム、地域自
慢などをされ楽しいひと時を過ごされました。写
真は交流の様子を写したものです。

＜11 月未杜カフェ＞
15 日（土）氷上住民センターにて
丹波法律事務所弁護士馬場民生さんに
ここが知りたいＱ＆Ａ、遺言・相続・後見人につ
いてのお話を聞きました。
●自分自身のためにもまた子供たちの
ためにも相続や遺言は早い時期に考えておく
ことの大切を痛感しました（参加者の声）。
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＜12 月未杜カフェ＞
ジングルベルがあちこちで聞こえる 12 月 20 日
クリスマスオーナメント（リースやツリーの飾
り）アレンジフラワーなど、老いも若きも男性も
女性も自由に思い思いのものを作りました。夢中
で作って 2 時間 30 分があっという間に過ぎてし
まいました。
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未杜ひばり参加者募集
「未杜ひばり」で一緒に歌いませんか
「未杜ひばり」は、地域通貨：未杜の会
員の中で歌の好きな人が月一回久須美
先生のアコーディオンに合わせて歌を
練習しているグループです。
ある程度上手になれば施設を訪問して
そこにおられる方々と思いっきり声を
張り上げ歌います。私達も楽しんで歌う
ことができ、また施説の方も交流を喜ん
でくださいます。昨年末 12 月 16 日には
春日町の「ひかりデイサービス」を訪問
して楽しいひと時を過ごしました。先生
のお礼は未杜を支払っています。
歌の好きな会員さんの参加をお待ちし
ています。参加ご希望の方は事務局、又
は未杜ひばり世話人上本和子さん
（82-8158）までご連絡ください。

入院中もきれいすっきり！
あなたが長期に入院されているとき、髪をカットしてすっきりしたいとかカラ
ーリングで気分転換したいと思われるかもしれません。でも実行するにはちょっ
と勇気がいりますね。そんな時未杜会員さんに朗報です。
「未杜」発足時より企業
会員の柏原町の橋本美容室さんでは電話予約によって柏原病院や日赤への送迎付
きで美容業務を引き受けていただけます。編集室の未杜子もこの度 1 ケ月の入院
中美容院で髪の毛をすっきりしたいという気持ちがつのり橋本美容室さんにお世
話になりました。新たに設けられた洗髪コーナーで BGM を聴きながらゆっくり洗
髪していただきました。
この奥の大
きな椅子に
横たわって
洗っていた
だきました。
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会員

紹介

今月は柏原町の前川豊市さんです。
はじめまして、万年賛助会員の前川豊市です。
地域通貨「未杜」が立ち上げられて間もなく「と
てもいいプロジェクトだ。せめて賛助会員になり
たい」と思って今日に至っています。

ところで、未杜会員のみなさんは、「囲碁ボ
ール」をご存知でしょうか。この囲碁ボールは
「囲碁のまち柏原」にちなんで私たちのグルー
プが開発したニュースポーツです。このスポー
ツは「だれでも、どこでもできるスポーツ」と
して多くの人に愛されています。
今から 24 年前の平成 4 年に、当時の兵庫県
知事（故）貝原俊民さんに初打ちをしてもらい
誕生しました。貝原さんは、囲碁が大変お好き
でありましたので、知事が柏原に来られました
時にも柏原で初めて打っていただきました。
お陰様で、20 数年過ぎた今もなお「囲碁ボ
ール」はすたれることもなく、少しずつではあ
りますが全国に普及しております。機会があれ
ば一度是非体験してみて下さい。私たちが喜ん
でお教えさせていただきます。

4面

編集室より
ウルグアイ・ムヒカ大統領の質問
「 」内は 2012 年 6 月 20 日ブラジル・りオネ
ジャネイロにおいて開催されたリオ+20 地球
サミット 2012（国連持続可能な開発会議）に
おけるウルグアイ大統領ホセ・ムヒカ演説です。
「質問をさせてください。ドイツ人が 1 世帯で
持つ車と同じ数の車をインド人がもてばこの
惑星はどうなるのでしょうか。息するための酸
素がどれくらい残るのでしょうか。同じ質問を
別の言い方ですると、西洋の富裕社会が持つ同
じ傲慢な消費を世界の 70 億～80 億人の人がで
きるほどの原料がこの地球にあるのでしょう
か？可能ですか？それとも別の議論をしなけ
ればならないのでしょうか？なぜ私たちはこ
のような社会をつくってしまったのですか？
マーケットエコノミーの子ども、資本主義の子
どもたち、即ち私たちが間違いなくこの無限の
消費と発展を求める社会をつくって来たので
す。マーケット経済がマーケット社会を造り、
このグローバリゼーションが世界のあちこち
まで原料を探し求める社会にしたのではない
でしょうか。私たちがグローバリゼーションを
コントロールしていますか？あるいはグロー
バリゼーションが私たちをコントロールして
いるのではないでしょうか？」（平川克美著：
グローバリズムという病より抜粋）
この率直な質問に対してみなさんはどのよう
に感じられたでしょうか。
ムヒカ大統領の問いに対して、経済成長こそが
幸せの根源と思っているかに思える今の私た
ち自身を振り返ってみませんか。
そしてまた地域通貨とは何か、未杜のコンセプ
トである人権・環境・共生も合わせて考えてい
ただき、編集室までご意見ご感想をいただけれ
ば大変うれしく思います。よろしくお願いしま
す。

