
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

わたしは こまって おこまりさん 
あなたも こまって おこまりさん 
おこまりさん は おたがいさん 
わかりあえれば ありがとさん 
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1.【8・9・10・11 月の主な出来事】 

8 月 5 日（木）屋外活動「ボーリング」＠吉祥寺 

8 月 18 日（水）ソフト・バレーボール合同練習 ＠中部センター 

9 月 8 日（水） 長崎旅行 

 ～10 日（金） 

9 月 29 日（水）ソフト・バレーボール合同練習 ＠中部センター 

10 月 13 日（水）屋外活動「東武動物公園」 

10 月 20 日（水）ソフト・バレーボール合同練習 ＠中部センター 

10 月 24 日（日）松原教会バザー「えび丸くん」 ＠明大前 

10 月 25 日（月）ソフト・バレーボール合同練習 ＠世田谷区総合運動場 

11 月 8 日（月）ソフト・バレーボール合同練習 ＠世田谷区総合運動場 

11 月 10 日（水）ソフト・バレーボール合同練習 ＠永福体育館 

11 月 17 日（水）ソフト・バレーボール合同練習 ＠中部センター 

11 月 18 日（木）スポーツ交流祭 ＠東京体育館 

11 月 25 日（木）屋外活動「カラオケ」＠吉祥寺 

 

2.【8・9・10・11 月の主な出来事より】 
 

    ボーリング＠吉祥寺第一ホテル  

 

 8 月 5 日（木）、日頃の運動不足解消のため（？）久しぶりにボーリングをしに

吉祥寺に行きました。 

 すぎなみ１５１の行事では、1年に 1～2 回くらいボーリングが採用されます。 

 やはり青春時代の娯楽の一つであったボーリングの人気は根強いのか、はたま

た自慢の腕を見せたいのか、毎回多くの参加者が集まります。 
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 今回は参加者が 15 名だったので 4 レーンに分かれて点数を競い合いましたが、

「点数の低い人が勝ち･･･？」と思うような接戦が繰り広げられました。 

 昔のようにピンが倒せず「おかしいな～」と首をかしげる人や、久しぶりにス

トライクを取れて大喜びしている人、どうしても右に寄ってしまうのでフォーム

の指導を受ける人など、それぞれが思い思いの時間を過ごしていました。 

 しかし、点数よりも何よりも、皆で笑ったり悔しがったり飛んだりはねたりし

ながらワイワイ過ごすことが、何より楽しいし健康的だな～とつくづく感じた 1

日でした。 

 

 

 
 

  

 

 長崎旅行が、台風シーズン（9月）に重なり、天気が一番心配だった。 

 一週間前から、北九州の天気が、気が気でなかった！ 

 当日も東京は、雨！ 羽田空港にバスで行って、京王観光の人に、長崎行きが

通常どおり出発すると聞いて、まずひと安心！ 

 西からやってきた台風と、東海地方ですれちがうという、ハラハラ、ドキドキ

のフライトだった！ 

 長崎は、晴れていた。 

 一日目はホテルで温泉、夕食を楽しんだ！ 二日目は、かの有名なハウステン

ボスだった。綺麗
きれ い

な建物がたくさんあって、広すぎた！ ランチのステーキ（3000

円）は、うまかった！ 三日目は、平和公園、グラバー園、大浦天主堂に行った。 

 二泊三日のあっという間の旅行だった！ 
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 印象に残ったのは、ホテルからの夜景、おいしい料理、そして、何よりも三日

間、晴れてくれてたすかった！ 

 ○○みちゃんの霊感
れいかん

が、通じたのだ

ろう！ 

 

～♪長崎は、 

  今日も晴
●

れ
●

だった！♪～ 

ヨッチンでした！ 

 

 

 

 
 

          安藤 和雄 

9 月 8 日（水） 

 今日は楽しみにしていた長崎旅行。 

 9：30 に「すぎなみ１５１」に集合して、10：00 に荷物をバスの後ろの荷台に

入れた。道路はあまり混んではいなかった。 

 時間通りに羽田空港に到着。座席は一番窓側で外の景色が良く見えた。しばら

く外の景色が見えたが、だんだん高くなり雲だけしか見えなくなった。 

 ようやく長崎に着くと、バスの運転手が待っていた。 

 ホテルに着くと長い坂の中途であった。部屋からは外の景色が良く見えた。 

 夜になると外の景色が一段と良く見えた。 

 夜、寝ようとしたが、一晩中眠れなかった。飲めない酒を冷蔵庫から出し一本

飲んだが、それでも眠れなかった。 
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9 月 9 日（木） 

 朝風呂に入った。気持ちが良かった。 

 さて、今日はハウステンボスに行く日だ。非常に天気が良かった。 

 今年高校を卒業したばかりのバスガイドさんだった。まだ仕事になれない様子

だった。 

 ハウステンボスに着いた。東京ディズニーランドを

小さくした様だった。Ｏさんと塔の屋上に行ったとき

の景色は良かった。記念に 2 人でキーホルダーを作っ

た。「清はる」でスシを食べた。880 円だった。 

 方々を見ていると、Ａさん達と会ったので、皆で建

物を見て廻った。あまりに暑いので皆で氷を食べた。

帰りは皆でバス乗り場へ行った。 

 「ホテル清風」に帰るとすぐタクシーで皆で出島を見に行った。 

 入場料は 500 円で高いと思ったが、中に入ると色々物があった。当時をしのば

せるものであった。 

 帰るとカラオケが始まった。皆それぞれ自分の持ち歌を歌った。皆それぞれど

こで覚えたか不思議だった。 

 

9 月 10 日（金） 

 平和公園で平和の塔を見

た。15 万人もの人が一瞬で

亡くなった。当時を想像し

ただけでぞっとした。 

 オランダ物産館で昼食を

摂り、グラバー園を見た。 
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 その後カステラセンターへ行ったが、想像していたよりも小さかったので失望

した。 

 帰りはガイドさんが方言等を教えてくれた。 

 15：15 JAL1850 便に乗る 

 17：25 貸切バス乗車 

 18：15 すぎなみ１５１に帰る 

 すぎなみ１５１に着くと、しっちゃんが皆の帰りを待っててくれて嬉しかった。 

 

 

 

 
 

 

 10 月 13 日（水）、すぎなみ１５１一行は「東武動物公園」へと歩みを進めた。 

 埼玉県。何市かは不明だが、春日部駅と 3駅ほどしか離れていないので“クレ

ヨンしんちゃん”の故郷で有名な春日部市かもしれない。 

 渋谷から半蔵門線直通で東武線に入ること約 2時間、北千住を越え草加を越え

て僕等はやってきた。 

 日本工業大学の看板に「ベッキー♯♪」の学園祭ポスターを発見。 

 ただちにランチはロッテリアと日高屋へ分散。ご当地名物はなさそうだ。 

 早速駅から 10 分歩く。声優「国府田
こ う だ

マリ子」さんの地元らしくＰＲポスターを

発見。埼玉銀行（？）を横目に、入口には「トトロのテーマ」が流れていた。 

 東武動物公園は東西に長い敷地の中、動物園と遊園地が半々に分かれており、

僕らが目指す動物園は見事に反対側だった･･･。 

 園内循環のバスを待つも来る気配はなし。仕方なく歩くと閑散とした平日の遊
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園地はとても淋しい感じがした。 

 動物園エリアは幼稚園や小学校の遠足や家族連れがいたりして、意外と賑わっ

ていた。トラ・ペンギン・象・シカ・ダチョウなどを見たが、中でもアシカショ

ーは素晴らしかった。（水族館ではないのに何故だろう？） 

 天候にも恵まれ、このまま日光へと旅行へ行きたいと思った。 

 平日だからか空いていた東武動物公園。帰りはタクシーで駅まで行き帰路に着

いた。まさとしまさとし。 

すなっち砂田康宏（12 月 7 日記す） 

 

 

3.【8・9・10・11 月のメンバー・ミーティング】 

 

8 月 4 日（水） 

1）「8月の行事について」 

〔連絡〕 

 幹事より： 

 明日 8月 5日はボーリングです。 

すぎなみ１５１に 10：00 集合、10：30 出発で吉祥寺まで行きます。皆で吉祥寺第一ホテルまで

行き、解散して昼食を各自で食べます。12：20 にホテル前に集合し、12：30 からゲームスター

トです。 

 4 レーンを予約しています。2ゲームやります。靴下を忘れないようにしてください。 

 

2）「長崎旅行について」 

〔連絡〕 

 幹事より： 

 今年の長崎旅行は 9月 8日～9 月 10 日です。 

 参加表の名前を確認して、合っていたら番号に○をつけてください。 

 9 月 8日は羽田空港を 11：50 に離陸します。一日目の昼食はお弁当にしようと思います。 

 長崎で一日目の夜にロープウェイに乗り夜景を見に行く予定でしたが、ホテルが高台にあり部
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屋からも夜景が十分に見れるということなので、ロープウェイには乗らずに各自部屋から眺める

ということにしようと思います。露天風呂からも夜景が見えるそうです。 

 

8 月 10 日（火） 

1）「長崎旅行について」 

〔連絡〕 

 幹事より： 

 各自参加表の名前を確認して、間違いがなければ番号に○をつけてください。 

 

2）「中部バレーについて」 

〔連絡〕 

 キャプテンより： 

 8 月 18 日は中部バレーです。14：00～16：00 まで中部センターで練習します。 

 13：30 にすぎなみ１５１を出発します。参加者募集中です。 

 

3）「おこまりさんについて」 

〔連絡〕 

 編集長より： 

 「おこまりさん」の発行が遅れてしまい申し訳ありません。次回は 6・7・8月合併号になりま

す。 

  

8 月 17 日（火） 

1)「トイレ用スリッパについて」 

〔お願い〕 

 気になっている人より：  

 トイレ用のスリッパはトイレに行くときとトイレ清掃をするときのみ使用してください。 

 

2)「中部バレーについて」 

〔相談〕 

 キャプテンより： 

 明日 8月 18 日は中部バレーです。14：00～16：00 まで中部センターで練習します。 

 13：30 にすぎなみ１５１を出発します。参加者募集中です。 
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3)「長崎旅行について」 

〔連絡〕 

 幹事より： 

 参加人数が 22名から 21名に変更になりました。 

 一日目の昼食はお弁当です。二日目の昼食は各自自由に食べてください。 

 三日目の昼食は長崎の郷土料理である卓袱（しっぽく）料理にすることにしました。部屋割り

は窓に張ってあるので確認しておいてください。 

 

4)「お昼のミーティングについて」 

〔お願い〕 

 気になっている人より： 

 お昼を食べてすぐに帰ってしまう人がいますが、できればお昼のミーティングにも参加してい 

ただきたいです。 

 

5)「トイレットペーパーの補充について」 

〔お願い〕 

 気になっている人より： 

 トイレ清掃をする人は、必ずトイレットペーパーを確認して足りなければ補充しておいてくだ

さい。普段使用するときも無くなったら補充するようにしてください。 

 

8 月 24 日（火） 

1)「長崎旅行について」 

〔報告〕 

 旅行の進捗状況です。現在旅行会社からの最終的なスケジュールの連絡を待っているところで

す。旅行のしおりを作りましたので、各自一部もらい見ておいてください。 

 

2)「宮の坂バレーについて」 

〔連絡〕 

 キャプテンより： 

 明日 8月 25 日は宮の坂バレーです。宮の坂区民センター体育館で 14：00～16：00 までソフト・

バレーボールの練習をします。有志で行くので昼食作りは普段どおりです。参加者募集です。 

 

3)「お昼のミーティングについて」 

〔お願い〕 

 気になっている人より： 

 昼食後のミーティングにできるだけ参加してください。 

 食事をしてもしなくても、皆トイレは使用するし、手を拭くタオルも使用すると思います。 



すぎなみ１５１便り                                  おこまりさん                     2010 年 9・10・11・12 月超特大合併号 No.22 
 

 
11 / 48 

 強制ではありませんが是非参加していただけるとありがたいです。 

 

4）「ヒューマン・クリエーションについて」 

〔連絡〕 

 Ｍさんより： 

 すぎなみ１５１の場所を借りて 14 年間活動しています。言いっぱなし・聞きっぱなしをモッ

トーに皆でテーマを決めやっています。来月は 9月 16 日(木)14：00～16：00 です。 

 参加者を募集しています。 

 

5）「松原教会のバザーについて」 

〔連絡〕 

 職員より： 

 今年の松原教会バザーは 10 月 24 日（日）です。「えび丸くん」を出店します。時間等詳細は

後日連絡します。 

 

8 月 31 日（火） 

1)「長崎旅行について」 

〔連絡〕 

 幹事より： 

 旅行当日は 9：30 に「すぎなみ１５１」に集合、10：00 出発です。 初日の夕食は円卓（卓

袱/しっぽく）料理です。 

 2 日目の朝食は 7：00 からで和食になります。昼食はハウステンボスにて各自で食べてくださ

い。2日目は 16：00 頃ホテルに戻ります。夕食は 18：30 からです。 

 3 日目の朝食は和食で 7：00 からです。昼食はオランダ物産館にて卓袱（しっぽく）料理を食

べます。各自しおりで確認しておいてください。 

 

2)「永福バレーについて」 

〔連絡〕 

 キャプテンより： 

 11 月 10 日は 15：00～17：00 まで永福体育館でソフト・バレーボールの練習をします。 

 9 月に入ったらアゲインにお誘いの連絡をしようと思います。 

 スポーツ交流際の直前練習なので皆さんできるだけ参加してください。 

 

3)「宮の坂バレー・砧バレーについて」 

〔相談〕 

 キャプテンより： 

 ソフト・バレーボール練習のお誘いがありました。 
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 9 月 22 日と 9 月 29 日は宮の坂区民センター体育館です。時間は 14：00～16：00 です。 

 10 月 25 日は砧総合運動場です。時間は 15：00～18：00 までです。有志で行くので「すぎな

み１５１」は通常通り開所しています。参加したい人はいますか。 

〔結果〕 

 2～3名の参加希望があったので、参加する方向で募集する事になりました。 

 

4)「区役所の事務調査の結果について」 

〔報告〕 

 職員より： 

 先週、区役所の担当者の方が事務調査に来ました。事務処理や運営内容については問題がなか

ったのですが、旅行の実施方法について昨年同様指摘がありました。 

 昨年度、今年度と皆さんにできるだけ経済的な負担のない形で旅行を行ってきましたが、来年

度についてはまだわかりません。「すぎなみ１５１」としては今後も理解を求めていくつもりで

ありますが、違った方法で行うことになるかもしれません。また状況が変わり次第連絡します。 

 

5)「松原教会のバザーについて」 

〔提案〕 

 気になっている人より： 

 毎年「えび丸くん」をやっていましたが、他のメニューがあってもいいのではないかと思って

います。例えば「イカ焼き」とかはどうでしょう？ 

〔回答〕 

 職員より： 

 「えび丸くん」でなければならないということはありません。新しいメニューを考えるのも面

白いと思います。皆さんがやりたいものがあるのであれば今後検討していくのもいいのではない

でしょうか。 

 ただ、今年の松原教会のバザーは、既にバザー委員会で「すぎなみ１５１」は「えび丸くん」

を出店することで申込みをしており、教会側もその予定で準備を進めているので、今回は今まで

同様「えび丸くん」を出店するということでお願いします。 

 

9 月 7 日（火） 

1)「長崎旅行について」 

〔連絡〕 

 幹事より： 

 当日は 9:30 集合、10:00 出発です。遅刻しないように！！ 
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2)「10 月の行事について」 

〔提案〕 

 気になっている人より： 

 10 月の行事を決めましょう。 

〔結果〕 

 10 月の行事は「東武動物公園」、幹事はＯさんに決まりました。 

 

3)「防災訓練について」 

〔相談〕 

 職員より： 

 今年度中に機会を作って防災訓練をやろうかと考えています。内容は、消火器の使い方・避難

訓練・AED の使用方法・油に点火した場合の消火方法などを考えています。他にも訓練や指導を

受けたい内容があれば相談して下さい。消防署に連絡の上行うので日程等はこれから調整します。 

 

4)「来年度の活動について」 

〔相談〕 

 職員より： 

 これまでの「すぎなみ１５１」の活動をふり返り、見直したいところや新しく取り入れたいこ

となど皆さんからの意見をいただき来年度の活動内容を考えていきたいと思います。 

 例えば、有償活動として続けてきた公園清掃は来年度も続けていきたいか、新しい有償活動を 

 取り入れたいか、又は、頻度や機会を減らしたいか、行事の進め方は今までどうりで良いのか、

昼食作業はこれからも続けるのか･･･等々。今まであたりまえに行ってきた一つひとつの活動に

ついて考えていただきたいのでよろしくお願いします。 

 

5)「ソフト・バレーボール練習について」 

〔連絡〕 

 キャプテンより： 

 11 月 10 日(水)永福体育館でソフト・バレーボールの練習をします。時間は 15:00～17:00 で

す。参加者募集中です。今年のスポーツ交流祭は 11月 18 日(木)です。 

 場所は千駄ヶ谷にある東京体育館です。 

 

9 月 14 日（火） 

1）「長崎旅行について」 

〔反省〕 

 幹事より： 

 長崎旅行お疲れ様でした。参加した皆さんから一言ずつ感想をお願いします。 

 Ｋさん：「感情がコントロールできず、喜怒哀楽が激しくなってしまいすみませんでした」 
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 Ｏさん：「初めての長崎旅行だったので良かった」 

 Ｓさん：「色々勉強になった！“雨降って地固まる”ではないが、色々あったが良かった」 

 Ｍさん：「坂道が多くて、尾道みたいだった」 

 Ａさん：「平和公園が良かった」 

 Ｔさん：「足が悪くて、全部行けなくてごめんなさい」 

 Ａさん：「初日、東京の天気が雨だったので、飛行機が飛ぶと聞いてホッとして肩の荷が半分 

     おりた」 

 Ｓさん：「夜景がキレイだった！出島も良かった」 

 Ｈさん：「平和公園が良かった」 

 Ｎさん：「一日目が雨だったので飛行機が飛ぶかどうか心配だった。飛んでよかった。料理が 

     良かった」 

 Ｈさん：「今年も風邪をひいてしまい、すみませんでした」 

 Ｔさん：「無事帰ってこれてよかった！嫌なこともあったけど、ありがとうございました」 

 

2)「10 月の行事」 

〔連絡〕 

 幹事より： 

 10 月 13 日（水）に東武動物公園に行きます。 

 9：30 に「すぎなみ１５１」に集合、10：00 出発です。 

 

3)「バレーボールについて」 

〔連絡〕 

 キャプテンより： 

 9 月 22 日（水）、9月 29 日（水）は宮の坂体育館で、10月 25 日（月）は砧総合運動場体育館

でソフト・バレーボールの練習があります。皆さん参加してください。 

 

4）「お詫び」 

〔謝罪〕 

 Ｋさんより： 

 長崎旅行中は体調が悪く感情がうまくコントロールできなかったため、皆さんには色々とご迷

惑をお掛けして申し訳ありませんでした。反省しています。 

 しばらくの間は「すぎなみ１５１」の作業には参加せずゆっくりと過ごそうと思っていますの

でご理解ください。 
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5）「公園清掃について」 

〔相談〕 

 職員より： 

 杉並区から来年度の公園清掃についての相談が来ています。 

 現在、公園内のトイレは民間の業者が請け負っていますが、「すぎなみ１５１」が希望するの

であれば優先的に仕事を委託してくださるそうです。 

 園内の植え込み部分の除草作業も同様で、来年度からの委託先を募集しています。 

 杉並区としては、一つの事業所が責任を持って公園一体を管理していただけると良いのではな

いかという意向ですがいかがでしょうか。来週まで検討してみてください。 

 

9 月 21 日（火） 

1）「ソフト・バレーボール練習について」 

〔相談・連絡〕 

 キャプテンより： 

 中部バレーが 9月 29 日（水）にありますが、同じ日に宮の坂バレーがあり重なってしまいま

した。どちらに参加しますか？明日も宮の坂バレーがありますがどうしますか。 

 11 月 18 日（木）はスポーツ交流際です。いよいよ本番です。頑張りましょう！ 

〔結果〕 

 9 月 22 日、29 日の宮の坂バレーはキャンセルし、29日は中部バレーに参加することになりま

した。 

 

2）「公園清掃について」 

〔相談〕 

 職員より： 

 先週ご相談しましたが、杉並区から来年度の公園清掃について、園内のトイレ清掃と植え込み

部の除草作業の希望がないか問合せがきています。皆さんのお返事をいただきたいのですが、い

かがでしょう。 

〔意見〕 

 メンバーより： 

 今の作業だけでも精一杯なのにこれ以上増えたら無理だと思う。 

 最近作業人数も減ってきたからちょっと難しいんじゃないか。 

 契約して作業が間に合わなかったら大変。プレッシャーになる。 

〔結果〕 

 新しい仕事の委託は受けず、来年度も今まで同様の清掃作業を行うことになりました。 
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3）「ふれあい美術展について」 

〔募集〕 

 職員より： 

 杉並区では障害者週間事業の一環として、「ふれあい美術展」を開催しています。 

 今年は 11月 30 日（火）から 12月 4日（土）までで、時間は 9：00～17：00 までです。 

 昨年度まではセシオン杉並に展示していましたが、今年度は区役所の 2階区民ギャラリーに 

 展示されるそうです。出展の申し込み締め切りは 10月 15 日（金）なので、希望者は職員まで

声を掛けてください。 

 

4）「意見交換会について」 

〔募集〕 

 職員より： 

 杉並区地域自立支援協議会の地域移行促進部会が主催する「意見交換会」が 10月 12 日（火）

にあります。場所は杉並保健所地下講堂、時間は 14：00～16：00 です。 

 以前皆さんに答えていただいたアンケート結果の報告と、そこから見えてきたさまざまな課題

について、皆さん経験やご意見を直接伺う貴重な機会だと思っています。 

 当事者の方々の想いを今後の協議会の取り組みに反映していきたいので、参加してくださる方

を募集しています。 

〔結果〕 

 Ｍさんが参加してくれることになりました。 

 

5）「松原教会のバザーについて」 

〔お知らせ〕 

 職員より： 

 松原教会バザーの日程が決まりました。10月 24 日（日）10：00～14：30 です。 

 当日の手伝いはまた後日募集します。 

 

9 月 28 日（火） 

1）「ソフト・バレーボール練習について」 

〔連絡〕 

 キャプテンより： 

 明日 9月 29 日（水）は中部バレーです。皆さん参加してください。 

 10 月は 20 日（水）が中部バレーになりました。 

 スポーツ交流際用のお弁当の申し込みチラシが届いています。締め切りは 11月 16 日です。 

 申し込みをする人は、当日各自で受け取りに行き、料金を支払ってください。 
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2）「おこまりさんの原稿依頼」 

〔お願い〕 

 職員より： 

 次回のおこまりさんに長崎旅行の記事を載せたいので、旅行の感想を募集しています。 

  

3）「長崎旅行の写真について」 

〔お知らせ〕 

 職員より： 

 長崎旅行の写真ができました。 

 焼き増しを希望する方は、欲しい写真の番号に名前を書いてください。 

 Ｔさんが撮った写真もネガをお借りしているので焼き増しできます。 

 

4）「意見交換会について」 

〔募集〕 

 職員より： 

 先週お話した意見交換会ですが、参加していただく予定だったＭさんが行けなくなってしまい

ました。引き続き参加していただける方を募集しています。 

 堅苦しくなくざっくばらんに話をしていただく予定ですので、気軽に参加してください。当日

参加も受け付けています。 

 

5）「傘について」 

〔お願い〕 

 気になっている人より： 

 最近置き傘が増えてきています。誰のものかわからずずっと置いてある傘が 10 本くらいあり

ます。自分の傘があるのを忘れているかもしれないので、もう一度確認してみてください。 

 お互いに置き傘をしないよう声を掛け合いましょう。 

 

10 月 5 日（火） 

1）「ソフト・バレーボール練習について」 

〔連絡〕 

 キャプテンより： 

 ソフト・バレーボール練習の予定を連絡します。 

 10 月 20 日（水）中部バレー 14：00～16：00 

 10 月 25 日（月）砧バレー  15：00～18：00 

 11 月 10 日（水）永福バレー 15：00～17：00 
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2）「10 月の行事」 

〔連絡〕 

 幹事より： 

 10 月 13 日（水）は東武動物公園に行きます。「すぎなみ１５１」に 9：30 集合、10：00 出発

です。 

 西永福から井の頭線で渋谷に出ます。渋谷から半蔵門線に乗り直通で東武動物公園まで行きま

す。片道約 2時間の長旅になります。のんびり行きましょう。 

 

3）「11 月の行事」 

〔提案〕 

 気になっている人より： 

 11 月の行事を挙げましょう。 

 寄席 カラオケ 映画 新宿御苑 東京湾クルーズ 皇居 トヨタショールーム 野球博物

館 後楽園遊園地 

〔結果〕 

 来週まで希望を募ります。 

  

4）「安藤ビルの外壁について」 

〔連絡〕 

 職員より： 

 安藤ビルの外壁の修繕工事をすることになりました。来週からビル全体に足場を組み工事に入

ります。 

 騒音がすることや窓が開けられなくなることがありますが、ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

5）「意見交換会について」 

〔募集〕 

 職員より： 

 10 月 12 日に行われる「地域医療に関するアンケート」の意見交換会の件ですが、参加者が少

なく困っています。申し込み締め切りは過ぎましたが引き続き募集しています。検討の程よろし

くお願いします。 

 

6）「松原教会のバザーについて」 

〔お知らせ〕 

 職員より： 

 10 月 24 日（日）は松原教会のバザーです。バザーは 10：00～14：30 ですが、当日の朝仕込

みや準備を手伝ってくださる方は、8：00 に「すぎなみ１５１」を開けますのでお手伝いくださ

い。シフトの希望表を張り出しますので、参加できる方は記入してください。 
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7）「長崎旅行の写真について」 

〔連絡〕 

 職員より： 

 長崎旅行の写真ができています。焼き増しは一枚 20円ですが、ネガの写真は一枚 25円です。 

 ハウステンボスの集合写真は、原画の焼き増しを希望する方は一枚 1,000 円ですが、カラーコ

ピーでいい方はカラーコピー代の 50円で済みます。10月 15 日（金）で一度締め切ります。 

 

10 月 12 日（火） 

1）「10月の行事」 

〔連絡〕 

 幹事より： 

 10 月の行事は「東武動物公園」です。「すぎなみ１５１」に 9：30 集合、10：00 出発です。 

 参加者募集しています。 

 

2）「11 月の行事」 

〔提案〕 

 気になっている人より： 

 11 月の行事を決めましょう。 

〔結果〕 

 カラオケに決定しました。幹事募集中です。 

 

3）「松原教会のバザーについて」 

〔連絡〕 

 職員より： 

 10 月 24 日（日）は松原教会のバザーです。「すぎなみ１５１」を 8：00 に開けますので、準

備を手伝ってくださる方はお願いします。現地に直接来て手伝ってくださる方は、9：00 以降に

直接松原教会に来てください。バザーは 10：00 スタート、14：30 終了です。 

 バザー終了後「すぎなみ１５１」に戻り片付けを手伝ってくださる方も募集しています。 

 

4）「ヒューマン・クリエーションについて」 

〔連絡〕 

 Ｍさんより： 

 今月のヒューマン・クリエーションは 10 月 21 日（木）です。 

 皆でその日に話したいテーマを決め、自由な雰囲気で語り合っています。飲み物も出ます。 

 初めての方も歓迎です。気軽に参加してください。 
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5）「スポーツ交流際について」 

〔募集〕 

 キャプテンより： 

 ラインズマンを希望していたＨさんができなくなり、当日のラインズマンを募集しています。 

 お弁当の注文の件ですが、今回は注文せず、各自で用意することになりました。 

 

10 月 19 日（火） 

1）「11月の行事」 

〔募集〕 

 気になっている人より： 

 11 月の行事はカラオケに決まりましたが、幹事さんを決めましょう。 

〔結果〕 

 幹事はＮさん、Ｓさん、Ａさんの 3名になりました。 

 

2）「松原教会のバザーについて」 

〔連絡〕 

 職員より： 

 10 月 24 日（日）は松原教会のバザーです。手伝い希望者はシフト表に書いてください。 

 当日参加も歓迎です。 

 

3）「長崎旅行の集合写真について」 

〔提案〕 

 幹事より： 

 ハウステンボスでの集合写真ですが、原画を希望する方がいなかったので、ここにある原画は

幹事を頑張ってくれたＳさんにプレゼントしてはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。 

〔結果〕 

 全会一致でＳさんにプレゼントすることになりました。 

 

4）「中部バレーについて」 

〔連絡〕 

 キャプテンより： 

 明日 10月 20 日（水）は中部バレーです。13：30 に「すぎなみ１５１」を出発します。 

 10 月 25 日（月）は砧総合体育館でソフト・バレーボールの練習があります。ＡさんとＯさん

が参加する予定です。参加者を募集しています。 
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5）「公園清掃について」 

〔連絡〕 

 職員より： 

 長崎旅行のため 9月 10 日（金）の分の公園清掃が一回分不足になっています。その振り替え

分として、10月 27 日（水）に公園清掃を行います。 

 

10 月 26 日（火） 

1）「ソフト・バレーボール練習について」 

〔連絡〕 

 キャプテンより： 

 11 月 10 日（水）15：00～17：00 練習＠永福体育館 

 11 月 17 日（水）14：00～16：00 練習＠中部センター体育館 

 11 月 18 日（木）10：00～16：00 スポーツ交流祭＠東京体育館 

 ラストスパートです。頑張りましょう！ 

 

2）「11 月の行事」 

〔連絡〕 

 幹事より： 

 11 月 25 日（木）はカラオケです。吉祥寺の「歌広場」に行きます。10：00 に「すぎなみ１５

１に集合、10：30 出発です。参加希望者は 11 月 22 日（月）までにポスターに名前を書いてく

ださい。 

 

3）「傘について」 

〔相談〕 

 気になっている人より： 

 置き傘がたまってきています。整理したいのですがどのようにしたらいいでしょうか。 

〔意見〕 

・「使っていない傘や誰のものかわからない傘は、別にして倉庫にしまってはどうか」 

・「たまにしか来ない人もいるが、来たときに自分のものが無くなっていたらどう思うだろ

うか。」 

・「以前、内履きを整理したときに自分の無くなってしまい悲しい思いをした人がいたので、

整理の仕方については慎重に考えたほうがいいと思う」 

・「誰のものかわからない傘は「すぎなみ１５１」と書いて共用の傘にしてはどうか」 

・「以前、「すぎなみ１５１」の共用の傘を無くして自分の傘は自分で管理しようという話に

なったことがあったので、また共用の傘を増やすことはどうかと思う。」 
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〔結果〕 

 まずは、壊れている傘がないかをチェックしてみて使えないようであれば処分し、残りの置き

傘については皆で声を掛け合って持って帰ってもらうということになりました。 

 

4）「合同望年会について」 

〔連絡〕 

 職員より： 

 今年の合同望年会は 12 月 25 日（土）に決まりました。場所はオブリガードです。「すぎなみ

１５１」は今年も豚の角煮を作ります。お手伝いお願いします。 

 

5）「松原教会のバザーの収支報告」 

〔報告〕 

 職員より： 

 松原教会バザーでの「えび丸くん」の売り上げと収支報告をします。 

 売り上げ 36,000 円   教会寄付 3,600 円   食材費等 9,774 円 

 売り上げから教会への寄付金、食材費等を引いた純利益が 22,626 円でした。時給は 360 円に

なります。 

 手伝いをしていただいた時間に応じて報酬をお支払いします。 

 

6）「署名について」 

〔お願い〕 

 職員より： 

 杉並家族会から署名のお願いが来ています。 

 今年の 4月に松沢病院で行われた「こころの健康政策構想会議」で提言された内容について 

具体的に実現に結びつけるために、新たに「こころの健康政策構想実現
．．
会議」が発足しました。 

 この度この会議では「こころの健康推進をわが国の基本政策に」というスローガンを掲げ、100 

万人署名を実施することとなりました。 

 福祉先進国と言われる諸外国では、精神疾患が個人の人生や社会経済に与える影響を重く捉え 

ており、イギリスでは精神疾患を国の三大疾患の一つとして位置づけ、充分な予算のもと様々な 

制度や福祉サービスを整備しています。 

 日本では精神疾患をはじめとする自殺や虐待や DV、ひきこもりなどを個人や家族の問題とし 

て捉えられてきた歴史がありますが、これからはこれらの福祉先進国を見習い「こころの健康」 

を社会全体の責任として国を挙げて取り組むべきという内容の提言になっています。 

 この提言に賛同していただける方は署名運動にご協力お願いします。 
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11 月 2 日（火） 

1)「年末年始の予定について」 

〔お知らせ〕 

 職員より： 

 12 月 29 日（水）～2011 年 1月 5 日（水）の間、「すぎなみ１５１」は年末・年始休みで閉所

になります。 

 

2)「傘について」 

〔お願い〕 

 気になっている人より： 

 先週のミーティングでも話しましたが、まだ置き傘が多いようです。皆さんで声を掛け合って 

減らしていきましょう。 

 

3)「松原教会バザーの反省」 

〔お願い〕 

 職員より： 

 11 月 7日（日）に松原教会バザーの反省会があります。 

 バザーに参加していただいた方は反省点や感想などを教えて下さい。 

 ・「子どもがたくさんいるので、当たりハズレのくじや風船を用意してはどうか。」 

 ・「カレーライスの量が例年より減っている気がした。」 

 ・「男性用の衣料品がもっとたくさんあると良い。」 

 

4)「花笠祭りについて」 

〔お知らせ〕 

 職員より： 

 12 月 11 日（土）は大宮八幡宮の花笠祭りに参加します。 

 お祭りは 11:00～15:00 までですが、当日の準備のお手伝いをしてくださる方は、朝 8:30 に 

すぎなみ１５１を開けますのでよろしくお願いします。 

 終了後の片付けを手伝ってくださる方も募集しています。 

 

5)「12 月の行事について」 

〔提案〕 

 気になっている人より： 

 そろそろ 12月の行事を決めましょう 

〔意見〕 

 ・東京湾クルーズ 

 ・お台場「未来館」 
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 ・野鳥公園 

 ・ラクーア（後楽園） 

 ・映画 

 ・浅草（温泉） 

 ・寄席（末廣亭） 

 

11 月 9 日（火） 

1)「ヒューマン・クリエーションについて」 

〔お知らせ〕 

 Ｍさんより： 

 今月のヒューマン・クリエーションは 11 日（木）14:00～16:00 です。 

 メンバー主体の例会です。参加は自由です。 

 

2)「ソフト･バレーボール練習について」 

〔連絡〕 

 キャプテンより： 

 明日 11月 10 日（水）は永福体育館でソフト・バレーボールの練習があります。 

 15:00～17:00 です。アゲインの方々も来ます。皆さん参加して下さい。 

 

3)「12 月の行事について」 

〔提案〕 

 気になっている人より： 

 12 月の行事を決めましょう。 

〔結果〕 

 前回挙がっている候補から多数決をした結果、12 月の行事は寄席（新宿の末廣亭）に決まり

ました。 

 

11 月 16 日（火） 

1)「スポーツ交流祭（ソフト・バレーボール大会）について」 

〔連絡〕 

 キャプテンより： 

 11 月 18 日（木）はスポーツ交流祭に参加します。場所は千駄ヶ谷の東京体育館です。 

 9：10 に正面玄関が開くので、広場手前のベンチに 9:00 集合でお願いします。 

 開会式は 10:00 からになりますので着替えなどが必要な方は各自で準備して下さい。 

 昼食は試合の合間に各自で済ませて下さい。 
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2)「11 月の行事について」 

〔お知らせ〕 

 幹事より： 

 11 月 25 日は行事でカラオケに行きます。場所は吉祥寺の歌広場です。11 月 22 日までの締切

りですが、定員 20名なので現在 3名の空きがあります。引き続き募集しています。 

 

3)「12 月の行事について」 

〔お知らせ〕 

 幹事より： 

 12 月の行事は寄席です。新宿の末廣亭に行きます。10 名以上で団体割引があるので皆さん参

加しましょう。おいしいお弁当もついてます。 

 

4)「東京都福祉保健局からのお知らせ」 

〔お知らせ〕 

 職員より： 

 東京都から、ノロウイルスの感染予防に関するお知らせが来ています。 

 ノロウイルス（感染性胃腸炎）はインフルエンザと同様に冬季に流行する感染症です。 

 感染した方の嘔吐物などから飛散したウイルスを吸い込むことによる人から人への感染や、魚

介類などから感染する場合があります。 

 感染予防としては、うがい・手洗いが有効的だそうです。トイレ後、調理前、食事前、外出か

ら帰った後など特に丁寧に手を洗いましょう。食品などは充分に加熱することが効果的とのこと

です。下痢や嘔吐が続く場合には病院に受診するようにして下さい。 

 

5)「棚の上の荷物について」 

〔相談〕 

 気になっている人より： 

 ロッカーの上の棚にたくさんの本や荷物が置いてあるのでいらないものは処分したりして整

理したいです。 

〔意見〕 

 旅行のパンフレットなどがほとんどなので、一度古いものは全て処分しましょう。 

 ミーティングが終わったら皆で整理しましょう。 

  

6)「急須の網について」 

〔お願い〕 

 気になっている人より： 

 急須の中の網だけなくなってしまい困っています。新しいものを買うので今度は捨てないよう

に気をつけて下さい。 



すぎなみ１５１便り                                  おこまりさん                     2010 年 9・10・11・12 月超特大合併号 No.22 
 

 
26 / 48 

11 月 30 日（火） 

1)「電子レンジについて」 

〔お願い〕 

 Ｍさんより： 

 電子レンジの温まり方にムラがある。壊れているので新しい電子レンジを購入して欲しい。 

〔意見〕 

 職員より： 

 最近も使っているが壊れた様子は無いので、もう少し様子を見てみませんか。食品を置く場所

などによって多少ムラが出ることもあるかもしれません。どうしても支障があるのであればその

ときに考えてはどうでしょう。 

〔結果〕 

 しばらく様子を見ることになりました。 

 

2)「スポーツ交流祭の参加賞について」 

〔相談〕 

 職員より： 

 スポーツ交流祭の参加賞をいただきました。内容はお菓子・カラオケセット・文房具などです。 

 スポーツ交流会に参加した人だけでなく皆さんで分けて下さい。 

 

3)「12 月の行事について」 

〔お知らせ〕 

 幹事より： 

 12 月の行事は寄席鑑賞です。日程は 12 月 9日（木）12:00～です。 

 10:30 すぎなみ 151 集合、11:00 出発、「新宿 3丁目」で下車し、末廣亭前で集合写真を撮って

から入場します。その後自由解散になります。参加者募集中です。 

 

4)「インフルエンザ対策について」 

〔お知らせ〕 

 職員より： 

 杉並区から「インフルエンザ対策について」のお知らせが来ています。 

 ノロウイルス同様、予防にはうがい・手洗いが効果的とのことです。栄養のある食事や充分な

睡眠、休養を摂り免疫力を高めておくことも大切です。熱が出ているときは人に感染する危険性

があるので、自宅で休養することをお勧めします。咳が出ているときにはマスクを着用するよう

にして下さい。 
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5)「床のワックスがけについて」 

〔相談〕 

 気になっている人より： 

 年末の床のワックスがけはいつにしましょうか。 

〔提案〕 

 職員より： 

 年末ギリギリだと大変なので、12月 21 日（火）か 22日（水）あたりはいかがでしょう。 

〔結果〕 

 どちらか決まり次第周知することになりました。 

 

          以上 

 

 

 

4.【さんぽみち】～河田隆利エッセイ～ 

 
 

 フランダースの光（ベルギーの美しい村を描いて） 

～美術館巡りと穏やかな日々～ 

 
 

 

 

 長崎の旅行で立ち寄ったハウス・テンボス（森の家）の中でレンタル自転車店を

営むオランダ人のピーター（オランダ名はペーター）さんから、「このハウス・

テンボスの原風景は、ベルギーのフランダース地方のレーニェ川近辺の避暑地な

んです。」と、聞いてからは、渋谷文化村の「フランダースの光展」をかわきり

に、東京でやっている主たる美術展を巡り歩いた。 

 

19 世紀の後半、風景や農村の情景を主題とし、戸外で制作するという新しい志

向を持った画家たちは、都市の喧騒を離れて自然の中へと移り住み、ヨーロッパ

各地に芸術家村（コロニー）を生み出した。例えばミレーを中心とするパリ郊外

のバルビゾンで画業に勤しんだ、所謂バルビゾン派たちや、ベルギーのゲント市

郊外のレーニェ川の河畔に移住したフランダースの画家たちである。 
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渋谷文化村ミュージアムで催されたベルギーのゲント市にほど近いシント・マ

ルテンス・ラーテムと呼ばれる長閑な村のレーニェ川付近に、フランダース各地

の芸術家たちが移り住み、ベルギーのアート・シーンにおいて、質の高い独自の

芸術を展開させていった。ラーテムに集った芸術家たちは、他の芸術家村の画家

たちに見られるように、何らかの思想を表明しようという強い意志を持っていた

というよりも、自然や農民たちとの親密な交わり、また芸術家同士の固い絆を通

して、この地に心の平和を見出したのだ。豊かな自然と共存しながら、フランダ

ースの田園風景やそこに住む人々の姿を独自の視点で描き出す彼らの作品は、何

よりもゆったりとした時間の流れによって観る者に心の安らぎを与えてくれる。 

例えば、フランダースの画家たちで第二世代と呼ばれた印象派のエミール・ク

ラウスだ。 

 

 上の「ピクニック風景」と言う絵は、丁度彼がモネと親交を持った頃の作品で、

写実から印象画に移行する記念的作品と言える。この作品はベルギーの王室に買

い取られる栄誉を賜り、パリ在住のモネとの親交により印象画の影響を受けた一

人である。                  

 

エミール・クラウス作 「Picnique」 

http://www.bunkamura.co.jp/museum/index.html  

より転載 
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左の絵の「刈り草干し」は印象画風に加

え逆光で描く、所謂リュミリスム（光輝主

義）と呼ばれる独自の画法を確立した。 

また日本からも、パリでクラウスの絵を

観、はるばるシント・マルテンス・ラーテ

ムにやってきてクラウスの門を叩いた二

人の画家がいた。児島虎次郎と太田喜二郎

である。 

児島は後にパトロンである大原家から

依頼を受け、絵画の収集をして、現在の大

原美術館の創設に寄与した画家でもある。 

二人はレーニェ川でイーゼルを立て絵

を描きながら、太陽を背にしてキャンパス

に描くと、クラウスから「色が判らなくな

るじゃないか」と言って、直接指導を受け

色を削られたと言う。 

 

さて、下の 3枚の絵を見てみよう。左はフランダースの象徴主義のウーステイ

ヌの「悪しき種をまく人」である。中央はミレーの名作「種をまく人」であるが、

年代からみてウーステイヌがミレーの絵を観ていたのは確かではないかと思う。

もっともウーステイヌの「悪しき種をまく人」は新約聖書の寓話を描いているが、

どことなく似ていて妙である。また左のゴッホの「種をまく人」は、もともとゴ

ッホがミレーを尊敬していろいろな絵を模写しているが、この「種をまく人」の

絵もミレーの絵をモチーフにしている。 

因みにミレーの「種をまく人」は、府中市美術館の「バルビゾンからの贈りも

の」に出展されていたのだが、この写真もその HP から転載しています。 

 

  

 

 

エミール・クラウス作 「刈り草干し」 

http://www.bunkamura.co.jp/museum/index.html 

より転載 

 

ウーステイヌ 

 「悪しき種をまく人」1908 年 
ミレー 

「種をまく人」1850 年 
ゴッホ 

「種をまく人」 
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フランス・バルビゾン派の自然主義風景画が、その後の日本近代絵画へ影響し、

発展へとつながっていったという新しい視点から、あらためてこのコレクション

の作品群を国際的な美術潮流の中におき直し、その意味と美しさを知る事ができ

たと思う。この「バルビゾンからの贈りもの」展では、ミレー、ピサロ、ドービ

ニーなどのバルビゾン派の画家に加え、バルビゾン村を訪れたモネなどの印象派

の画家の作品、そして浅井 忠、高橋由一、児島善三郎などの日本絵画の名品と

ともに約 120 点を楽しむ事ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、砧公園内にある世田谷区美術

館で開催された「ザ・コレクション・

ヴィンタートゥール」では、モネやゴ

ッホの絵画をはじめ、ロダンやジャコ

メッティ父子の銅像など観るべきもの

が多かった。 

 

 

 

ジョルジュ・ガシ「バルビゾンの平野に沈む夕日（レ・ロッシュ・モローで）」 
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/kikakuten/kikakuitiran/barbizon/index.html より転載 

右 の写 真 は、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ作  

「郵 便 配 達 人 ジョゼフ・ルーラン」

h t t p : / / w w w . g - c a l l . c o m / a b o u t _ p o i n t / c p / i m g / 1 9 1 _ M . j p g   

より転 載  
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スイスの小都市ヴィンタートゥールは、資産家たちが優れた美術

品を集めた文化都市として美術愛好家の注目を集めてきた。 

この美術館は、ヨーロッパ近現代美術の優れたコレクションで知

られるのだが、これまでまとめて館外で展示されることは殆んどな

かったと言う。 

この珠玉のコレクションは、国際巡回の一環として、日本で紹介

されたもので、ゴッホ、モネ、ルノワール、ピカソなど巨匠に混じ

り、世田谷区美術館に関係の深いアンリ･ルソーの名品、またクレー、

ジャコメッティらスイスゆかりの著名作家の優品を展示。出品作品

は 90 点すべてが日本初公開で興味深いものであった。 

 

世田谷区美術館では画家小堀四郎氏の

「小堀四郎と鴎外の娘～ひと筋の道」展が

併催されていたので観てきたのだが、これ

も良かった。 

 

小堀四郎は森鴎外の次女・森杏奴（あん

ぬ）に絵を教えたことがきっかけで交際が

始まり、1934 年に画家・藤島武二氏媒酌

のもと結婚、世田谷区梅丘にアトリエを構

えた。 

 

本展は世田谷文学館の企画展「父からの贈りもの―森鴎外と娘たち」（10 月 2 日

～11 月 28 日）と同時開催になっていて、藤島武二の表札や、鴎外一家の子供たち

の肖像画やアトリエの佇まいなど、芸術家の一家の暮らしぶりなどを垣間見る事

ができて貴重な体験であった。 

 

それから、吉祥寺にある武蔵野市美術館で行われている「草間彌生展」と「浜

口陽三展」に出かけて行った。 

無限に拡張する網目や水玉模様の作品で知られる草間彌生(1929- ）女史の

1960 年代からの欧米各地で絶賛されたものから現在のものまで展示さあれたもの

で、その無限の創造力は世界の現代芸術界を牽引し続ける前衛芸術家である。 

www.city.setagaya.tokyo.jp/040/

d00014080.html より転載 
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国内においても、芸術選奨文部大臣賞や高松

宮殿下記念世界文化賞をはじめとして様々な賞

を受賞し、2004 年には相次いで大規模な個展が

開催されるなど、日本を代表する芸術家として

常にその動向が注目され、その創造活動は、絵

画作品からパフォーマンスやファッション・デ

ザイン、大規模な空間を使ったインスタレーシ

ョンへと多岐にわたり、いずれもその独創性と

完成度の高さが評価されるほどだ。 

 

 

 

この展覧会は、作家の郷里にある松本市美術館に所蔵された草間彌生作品の中

から、日本に帰国した 1973 年以降から本格的な制作が開始された版画とコラージ

ュ作品に焦点を当てて、作家の言葉とともにそれらを紹介するものであり、また

ビデオによる女史の言動やパフォーマンスには度肝を抜かす程であった。 

 

 手に抱えられる程の画面に、日常の中で見出した写真や紙などを組み合わせて

いくコラージュには、モノとモノとを組み合わせることによって新たな世界観や

関係性を創造するという、作家が幼いころより続けてきた創作の原動力とともに、

作家の深い自己観照と自然へのまなざしが反映されてて、瞬間の発想と感覚を特

徴とする油絵や水彩画とは異なり、描画・製版・摺りという複数の工程をへなく

てはならない版画では、熟慮された配色や構図の中に作家の鋭い感性が見出す事

ができる。 

 

 大画面絵画やインスタレーション作品とはまた違

うコラージュ作品や版画作品の魅力を通して、現実世

界を溢れる創造力によって鮮烈な幻想世界へと自在

に変容させる草間彌生の世界観に触れて、瀬戸内海に

浮かぶ小島「直島」に本気で行きたいとも思ったもの

である。     浜口陽三作「ぶどう」 

http://www.musashino-culture.or.jp/

a_museum/より転載 

   写真は草間彌生作 「南瓜」 

http://www.musashino-culture.or.jp/

a_museum/より転載 
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また、カラーメゾチントという独特な銅版画の技法を開拓し、多くの作品を創

作した浜口陽三氏（1909-2000）から寄贈されたと云う主要作品の数々を目にして、

氏の業績、つまり初期のモノクロームからカラーメゾチントに至る銅版画作品や

その原版、道具類もあわせて展示されている物を目にして、改めて芸術というも

のの奥深さや、その作業の緻密さに感心せざるを得なかった。 

 

 

5.【ちょっと寄り道】～河田隆利エッセイ（番外編）～ 

 
幽玄の能と妙の狂言・古典芸能の魅力 

～新宿御苑・森の薪能 人間国宝の至芸～ 
 

 
金木犀がほのかに香る 10月のとある日曜日。新宿御苑のイギリス式庭園で薪能
が行われた。 
庭園の樹木がシルエットになり、その上空から見事な三日月が照らす庭園は、

そのものが静寂の空間をなし、これから始まる舞台の薪に火入れする時を待って

いた。 
一口に能と云っても、その流派は 24派にもなっていて、狂言の大蔵流と和泉流
を合わせれば 26派にものぼる。 
その中でシテと呼ばれる主人公を演じられる流派は観世流・金剛流・宝生流・

喜多流・金春流の五家であり、この五家が一緒に競演する事は無い。 
 

 
この日の演目は、共に人間国宝の和泉流・野

村萬師と、そのご父君である六世野村万蔵師に

よる狂言｢清水｣とワキ方の人間国宝・宝生閑師

とシテの梅若玄祥師と、謡方でも人間国宝の八

世観世銕之丞ほかによる｢紅葉狩り｣であった。 
 

 

 

「紅葉狩り」 
http://allabout.co.jp/gm/gc/220568/3/より転載 
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新宿御苑の｢森の薪能」には毎年テーマがあり、

昨年は王朝絵巻で今年は｢鬼｣と謂うものを「能」

｢狂言｣に出てくる｢鬼｣をいろいろな側面から捉え

ていくと言う趣向である。 
能の鬼は｢鬼畜物｣｢鬼退治物｣｢般若物｣など多彩

であるが、鬼面の表情には戦乱相次ぐ血生臭い世

にあって、民衆たちの｢心の怯え｣と｢救いを求める

心情｣が凝縮されている。 
また、｢大江山｣の酒呑童子や｢羅生門｣の茨木童

子も言わば武士礼賛の格好の標的とされてしまう

｢鬼｣である。 
 
かつて鬼は魔王といわれ人々から恐れられていたが、鬼より怖い武士の出現で、

鬼は魔王の地位を失うのである。 
能の鬼には｢般若｣が連想させられるが、これは女性の鬼であり、美しくありた

いと願う女性が｢鬼｣となる事の中に、もっとも弱く屈折せざるを得なかったこの

時代の女の心情の苦悶の表情を読み取る事ができる。中世の女たちが般若の姿を

借りて哀切な叫びをあげているのではないかと思われるのである。 
 
この｢紅葉狩り｣は戸隠山（広辞苑で鬼の項を引くと～隠

おに

で姿が見えない意とい

う～と書かれている）の艶やかな上臈（位の高い女性）たちが紅葉を観ながら宴

をしている処に、桓武天皇の命を受け鹿狩りと称して鬼退治に向かう平維
これ

茂
もち

であ

るが、妖艶な女にそそのかされ酔っ払ってしまい、そこで女たちが「般若」とな

って維茂を討ち返そうとするのだが・・・と言う話である。現実にこの戸隠山で

は「紅葉塚」というのが現存するそうである。 
一方、狂言の「清水」は主が次郎冠者には命じないで、太郎冠者にだけ用を言

いつけ、この桶で清水を汲んでこいと声をかけられる。そこで太郎冠者は鬼が出

て水桶を置いて帰って来るのであるが、主は水桶が惜しくて取りに行くのだが、

太郎冠者は先回りをして鬼になると言う話である。結局、声が太郎冠者に似てる

と言う事でばれるのだが・・・と言う、今で言う職場改善を訴える、正に狂言な

のである。 

狂言｢清水｣ 
http://kandainoh.hp.infoseek.co.jp/ 

photo/shimizu.html 
より転載 
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話はちょっと離れるが、｢能｣と｢狂言｣には衣装の拵

こしら

えが違うらしい。 
｢能｣は基本的に西陣織の絹を使い、｢狂言｣には麻布

あざぬの

の衣装を使うと謂う事を初

めて聞いて驚いた。何故驚いたかというと、｢能｣と｢狂言｣の演者（歌舞伎は役者

と言うが、能・狂言は演者と言う。また歌舞伎は町人であり、それぞれ屋号を持

っている。例えば市川團十郎は「成田屋」であり、尾上松縁は「音羽屋」である

が、能楽師や狂言師は武士の身分であるため屋号はない。）は、能の演目に狂言の

演者が出演する事があるからだ。つまり冒頭に書いたシテ方五流と狂言方二流（能

ではアイと呼ばれる）の他に、石井流と観世佐古流の｢太鼓｣・大蔵流、葛野流、

高安流の｢大鼓｣（大蔵流は小鼓でもある）・幸流と観世新九郎流の｢小鼓｣、一噌流、

藤田流と森田流の｢笛｣・ワキ方である梅若流、宝生流、高安流の三流派がそれぞ

れ競演できるのである。要するにシテ５×ワキ３×囃子方の笛３×小鼓４×大鼓

５×太鼓２×狂言２の組み合わせが成立するのである。 
 
話を戻そう。人間国宝の野村萬さんと野村万蔵さんの｢清水｣による軽妙洒脱な

演技は、本当に可笑しく、初めて観る者でも｢成る程｣と言わせるもので、人間国

宝とは如何なるものかと思わせる演目だった。 
一方、｢紅葉狩り｣でのワキ方の宝生閑さん（宝生閑師も人間国宝であり、ここ

では般若を演じている）とシテ方の梅若玄祥師の平惟茂の戸隠山での鬼退治は、

幽玄な紅葉真っ盛りの雅な女たち（後に般若となる）の宴は観る者を惹きこませ

るものだった。S席 6,000円であったが、日本人として４人の人間国宝の孤高の演
技が、今から 1,400 年も経ち、観阿弥、世阿弥の世界を味わえる事の歓びと、円
形劇場は遺ったものの紀元前に絶えたギリシャの古代劇を除けば、世界最古の演

劇を観る機会であった事を考えれば安いものだったと、つくづく思うのである。

これも禁煙した賜物である。 
帰りにイタリア料理の「La Boheme」の料理が美味しかった事はまたの機会に

書きたいと思う。 
 
今度はモーツァルトのオペラ｢魔笛｣やアドルフ・アダンのバレー｢ジゼル｣をい

つか観たいと思っているのだが、だが高いので何時の日にかなるか・・・。 
 

参考文献：平凡社刊「能百十番」増田正造氏書。また能と狂言の流派はwikipediaを参考にいたしました（筆者）。 



すぎなみ１５１便り                                  おこまりさん                     2010 年 9・10・11・12 月超特大合併号 No.22 
 

 
36 / 48 

6.【ヨッチン文学】 

 

緊急提言！“普天間”問題 

          ヨッチン 

 
日本は何故、アメリカに“NO”と言えないのか？！ 
  日本が求めているのは、日米同盟ではない！単純に現状維持

．．．．
だ！ 

 
現状維持してくれれば、日中

．．
安保でも、日ロ

．．
安保でも、日韓

．．
安保でも 

  さらに言えば、相手がインドでも、ブラジルでもどこでもいい！ 
 
        日本は“変化”を恐れている！ 
 
どうしてそうなるのかと言えば、日本は（日本人は）、日常生活の中で 
  外交

つきあい

を行っている。 
    だから国家レベルでは、どうも一辺倒

いっぺんとう

になってしまう！ 
 
スポーツにたとえると、国際社会はラグビーのようなものだろう！ 
  日本だけが、野球のようなことをしている。 

 
攻めと守りを分けてしまう！ 

 
それでは、日本の敵

●

はどこかと言えば、アメリカでもない、北朝鮮でも  
  ない！ロシア、中国や、アフガニスタンでもない！ 
  

突き詰めて考えていくと、日本の敵は、“物”だと思う！！ 
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日本人は、“物”を組織立てて見るのは得意だが、“物”そのものを見て    

  いない！ 
 

今の日本に外交は無理だし、必要でない！ 
 

1000年先、2000年先も続く“物”を見ればよい！ 
 

それは、小生のおこまりさん 1月号の“同じ事を繰り返す！”とつな 
  がってゆく！！ 
 

 

7.【今月の「駄洒落クイズ」】 

 

言葉の魔術師『謎の男 Mr.Y』が出題する、今月の駄洒落クイズはこれだ！ 

 

西武池袋線の駅の中で、エコロジーと強調する駅は？ 

 

 

 

 

   答えは来月号に掲載されます。 

 

 

 

 6･7･8 月合併号の出題と答： 

 出題： プライドの高い人の小便のやり方は？ 

 答 : 尿
いばり

、散
ち

らす！  
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広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 

 
 

 
 しばらくお休みをしていました「クリエーション」を「ヒューマン・クリエー

ション」と名称を変更して再開しています。 
 「ヒューマン・クリエーション」は精神科ユーザー当事者の為の自助グループ

です。「すぎなみ１５１」のメンバーでなくても参加できます。 
 「すぎなみ１５１」の一部を使わせてもらい実施しています。 
 
  開催日：毎月第 3木曜日 
   （変更することもありますので、必ず事前にお問合せ下さい。） 
  時 間： 14:00～16:00 
  場 所： すぎなみ１５１ 和室 
  対象者： 精神科ユーザー 
  参加費： 無料 
  問い合わせ先：03-3325-9275（「すぎなみ１５１」内） 
    担当：森重 
 
 この自助グループは、当事者のみで運営している当事者のグループです。自分

の気持ちや体験を参加者で分かち合います。 
 
 やっぱり同じ苦しみを経験した者同士でしか分かり合えないことってあるんで

すよね。「ああ、こういう苦しい体験をしたのは自分だけじゃないんだ」ってこの

「ヒューマン・クリエーション」で分かった人が、その後気持ちが軽くなったん

だそうです。 
 
 あなたも「ヒューマン・クリエーション」に参加してみませんか！ 
 
 
広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 
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8.【我ら西永福妄想族】～１５１文芸部作品～ 

 

青空 

      森重寿一 

 

    青空よ 

    こころ落ち着くよ 

    いま青空を眺めている 

 

    いつか 

    恋人ができたら 

    青空をふたりで 

    歩きたい 

 

    雨の日も 

    風の日も 

    雪の日も 

 

    青空を待ち 

    青空が眺められる 

    ただそれだけで 

    耐えられる 

 

    こんな俺はしあわせだ 

    まだ青空はすがすがしい 

    心いとしい娘よ
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9.【銀坊の窓】 

！！傾聴とサバイバー体験者の思いの丈を訴えて！！ 

      日本 DMD クラブ 

      ピア・サポート隊・吉田銀一郎 

 

第一話「ＴＨＥぜんせいれん誌を拝読して」 

         秋元病院 秋元 豊 様 

              小沢 様 

 

 前略、先日（5月 14 日）ＴＨＥぜんせいれん誌の 2006 年 11 月 30 日発行、「全・

精・連と家族療法」と題して、御病院 秋元豊様名で、御投稿された内容を拝読

しまして、お電話を致しました。小生、日本ＤＭＤクラブの吉田銀一郎と申しま

す。その折は、突然で失礼致しました。その上、快くパンフ等を話されました。 

 今般は多くの資料と書籍をお送り下さいまして本当に有難う御座居ます。心よ

り感謝致します。 

 先ず自己紹介をさせて下さい。同封のプリントにも記して御座いますが。《商い

の多忙からうつ疾患に為りました。これを始めに、再入院後自殺未遂→社会的入

院→寮完備の会社へ入社により社会的入院から解放後退院→離婚（子供二人の親

権は妻側に）→家屋、家財等の財産分与→法人会社は家裁で解散と決定→それ迄

の会社勤務は、当事者活動団体設立（日本ＤＭＤクラブ）の運営の為中止、現在

に到る》、当事者活動は 10 年余に成ります。 

 現在は、ＮＰＯ全・精・連と、ＮＰＯ全・精・ネット、任意団体全国病者集団

の三団体に会員として、他は病い体得者の立場で杉並家族会の会員として、しか

し杉並家族会に関しては、オンブズマン的な心根を以って入会している会員です。

その根幹には偏見差別が現在も在るからです。それは家族会会員の中に事実とし

てあります。 

 同封の資料の中にも、これに関します事項がありますので御一読下されば幸い

です。種々資料を同封して御座居ますが、結論と致しまして、「自殺防止・うつ病

予防対策推進」の身として、自殺者（自死）軽減のため、自殺未遂サバイバー（克
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服者・超克者）の体得者として、語り部を以ってライフワークと決意しています。 

 その意から先月（4 月 22 日）は、生の声を訴える為、内閣府本府参与の自殺対

策緊急戦略チーム構成員のＮＰＯライフリンク代表の清水康之さんと対話して来

ました。今後は地方自治体へも国と併行して話し掛けましょうと、支援を得た想

いでした。 

 

必須事項は、 

①病いの予備知識とする「転ばぬ先の杖」の徹底（キャッチコピー） 

②体得者の声を傾聴する「百聞は一見に如かず」のシンポジウム＆講演会 

☆ビジョン＆ポリシーを以ってのライフワークの最終目標は、仲間たち 

 の為にバックボーンとなる！！ 

★クラブハウス★の建設です。 

 

 それは、神に生かされて生き、日本ＤＭＤクラブで伴に生き、生かされた、証

として、後生に魂からの贈呈です。 

 上記を踏まえ、後日には、病いに為った経緯と、時には珍事を、又椿事を記し

た本を出す決意をしています。 

 長々と記して参りました。御多忙の中、多岐に入る同封資料、大変失礼致しま

した。 

 秋元病院様、人命救助の私共にも御助言下さい。 

 これを機に是非後病院方へお伺いし、お話を伺いたいと存じます。今後にも宜

しくアドバイス願えれば幸いです。 

 小沢様ご丁寧な内容に感謝申し上げます。どうか院長の秋元豊様に重ね重ね宜

しくお伝え下さい。 

 本当に有難う御座居ました。では、御身体大切に御自愛下さい。 

         草々 

 

        平成 22 年 5 月 24 日 

        吉田銀一郎 
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第二話「内閣府自殺対策推進室」 

参事官 加藤 久喜 様 

 

 謹啓 暑中御見舞い申し上げます。盛夏の中、日頃は自殺対策の為に御尽力頂

き有難う御座居ます。小生は昨年の内閣府主催「9 月 13 日」竹橋の一橋記念講堂

に於いて開催されました、平成 21 年度自殺対策シンポジウムＩＮ東京会場より提

言しました、日本ＤＭＤクラブの吉田銀一郎と申します。 

 

 今般お便り申しましたのは、自殺未遂サバイバー（克服者・超克者）体得当事

者活動の立場から自殺に到る経緯と実体験の者としてその思いの丈をお話したく、

お手紙に認める事に致しました。御多忙でしょうが、御一読の上、加藤様のお考

えを是非ともお知らせ下さい。これ迄幾度かお電話し、面談の時間を割いて頂け

ないものかと、御推進室へ連絡しましたが、加藤様に届きませんでした。その意

から今回のお便りと為りました。 

 是非体得当事者の訴えをお聞き下さい。これ迄幾度か自殺対策に関しますシン

ポジウム、他イベントに出席していますが、真の信を得ていません。 

 私共は、シンポジウムや関係イベントに自殺未遂サバイバー（体得当事者）の

参画の是非を願っています。 

 過日この件で、ライフリンクの清水さんと話し合いましたが、当所は自死遺族

の参画は観ますが、事、自殺未遂サバイバーの参画は思考外の様です。 

 この件に関しましては自殺予防総合対策センターの竹島正さんにもお話しさせ

て頂いています。是非御一考下さい。 

 私共は二項のモットーを必須としています。 

第一項「転ばぬ先の杖」 

 ①悶々として「うつ疾患」に為る前が「早期発見」・「早期治療」に最善の時 

 ②うつ病等の予備知識とする「疾患と診療の内容」と実態の詳細が「一目瞭然」   

  と理解出来る様に明記した「キャッチコピー、ポスター、リーフレット」を   

  全世帯へ配布の徹底。 
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第二項「百聞は一見に如かず」 

 ①自殺未遂サバイバー（克服者・超克者）の参画に依る体験談や語り部を以っ 

  てのシンポジウムや各種イベントの開催。 

 ②自殺未遂サバイバーの生の声を傾聴する処に道は開ける。 

 

 上述を以って加藤様に自殺未遂サバイバーの参画に関します是非をお伺いした

くお便り致しました。 

 返書をお待ちして居ます。有難う御座居ます。 

 暑い中御身体大切に御自愛下さい。 

         敬具 

  

        平成 22 年 8 月 3 日 

        日本 DMD クラブ 

        吉田 銀一郎 

 

10.【ホーム・ページ開設のお知らせ】 

 ホーム・ページを開設しましたので、URL をご案内いたします。 

 

 まだ内容は充実していませんが、少しずつ改良していきたいと思います。 

 「すぎなみ１５１便り」のバック・ナンバーもホーム・ページから御覧いただ

けます。 

 

一般社団法人クレオソーレ: （すぎなみ１５１を運営する法人です。） 

  http://www.creosore.or.jp/ 

 

すぎなみ１５１: （クレオソーレのホームページのメニューからも見ることがで

きます。） 

  http://www.creosore.or.jp/suginami151/suginami151_top.html 
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11.【「すぎなみ１５１」スタイル】 

 

 「すぎなみ１５１」でお借りしているこの部屋の賃貸借契約が更新の時期を迎

えまして、契約更新の手続をしに、お世話になっている西永福商店街の中にある

不動産屋さんに足を運んだ時のことでした。 

 手続をしてくれた担当者がこんな話をして下さいました。 

 

 その方は、小学校６年生の娘さんをお持ちのお母さんなのですが、娘さんが通

う学校では、活動の一環で近隣の高齢者施設を訪問することがあるのだそうです。 

 日常の生活で、施設にいるご高齢の方々と触れ合う機会があるこの小学校６年

生のその娘さんがこう言うのだそうです。 

 

 「テレビ番組で『健常者』とかいう表現が出てくるけど、そんな言いか

たそのものが人を差別してるじゃない。『健常』ってなによ『健常』って。」 

 

 「高齢者施設を訪問したときに、職員さんは施設を利用している人たち

よりもずっと若いのに、おじいさんやおばあさんに、赤ちゃんに話すよう

な話し方をするのはおかしいと思うの。」 

 

 「かといって、自分がおじいさんやおばあさんと話をするときに、どう

いう言葉遣いでお話したらいいか良く分からないの。」 

 

 この話を聞いた瞬間、なぜだか急に涙があふれてきてしまいました。 

 

 普段、障害者福祉事業に従事していると、とかく制度という枠の中で同じ人と

してではなく、職員として演じる部分が多くなるような気がします。 

 職員として従事していると、この事業所を利用される方と私とは明確な立場の

違いがでてしまいます。ですから、おなじ人としての関わりを意識しようとして

いても、事業所を利用する側にもこちら側にも、立場の違いを意識した関係性か

ら脱却することができず、とても辛いと普段から感じています。 
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 そんな中で、先ほどの小学校６年生の娘さんのお話を聞き、同じ人として向き

合える人としての純粋さがこころに深く沁みてしまったのかもしれません。 

 

 あるいは、障害者福祉制度や制度を作る側と向き合うことが多いこの仕事をし

ていると、とかく日本や東京都の障害者福祉制度や日本の行く末に絶望しがちに

なってしまうのですが、小学校６年生でも（あるいは小学校６年生だから）、社会

における人の扱い振りに率直に違和感を認識することができる方がいることを知

り、「この国も捨てたものではないかな」と感動してしまったからかもしれません。 

 

 制度を作る行政にお勤めの方々の中には、人を分類しないと制度は作れないと

考える文化があるような気がします。 

 「高齢者」とか「後期高齢者」とか「精神障害者」とか「知的障害者」とか「身

体障害者」・・・。 

 人を分類しないと、制度で明文化する条件をどのような分類の人に適用するか

行政として判別がつかないという考え方は分からないでもないです。 

 分からないでもないのですが、それがどれくらい人の社会生活上、不都合があ

るか、当事者でない行政の方々にはあまりお分かりいただけていないような気が

します。 

 

 最近、社会生活上の困難性というものは、恐らく生活上の局面で 1 人の人が直

面する「状況」なのだと思うようになりました。「その人が誰か」とか「その人の

不具合は何か」ということは問題ではなく、その人が直面する「状況」によって

発生するような気がしてならないのです。 

 

 例えば、現在の行政の分類で「精神障害者」と言っても、ＡさんとＢさんでは

人も違えば生活環境も違います。ですから、生活の中でＡさんが困ることでもＢ

さんは困らないことなんて沢山あるわけです。 

 「精神障害者」の分類に入っていない人でも、「精神障害者」の分類に入ってい

る人より生活上困難な「状況」に直面することだってあることも事実です。 
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 「じゃぁ、その困難が発生している『状況』を行政がどうやって客観的に判断

するんだよ。」と言われるでしょうね。ですから、そういう発想自体をお変えにな

らないと、まぁ、この世のお互い暮らしやすい社会にはならないでしょうね。 

 

 正直、「困ってるんだから助けてやれよ！」と思うわけです。庶民なんで、単純

にそう思います。 

 

 人を助けるのは最終的にはやはり人なのではないでしょうかね。 

 制度は結局のところ税金からお金を使う仕組みなのだろうと思います。 

 

 意外と「制度が人を助けている」と錯覚している方が世の中多いのではないで

しょうか。でなければ、こんなに「おとなりさん」に無関心な社会にはならない

と思うのですがね。 

 「人が助けなくても制度が助けてくれるや。」まぁそんなことは全く無いとはい

えないでしょうけど、直接的には、人の生活を助けているのは人とお金なのでは

ないかな・・・。 

 

 不動産屋から「すぎなみ１５１」までのほんの 2～3 分の帰り道の間、そんなこ

とを考えながら歩いていました。 

 

 今年も色々ありくたびれていましたが、年の暮れにいい話が聞くことができて、

来年も一生懸命取り組んでいけそうな気がしてきました。 

  

 大人も子どもから学ぶことは沢山ありそうですね。 

  

 

来年へつづく 
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12.【年末・年始のご挨拶】 

 

 

 皆様には本年もご支援をいただき心より御礼申し上げます。 

 

 この「すぎなみ１５１」便り“おこまりさん”の発行も、特に今年は

思うに任せず、今年最後のこの号にいたっては４か月分をまとめた「超

特大合併号」となってしまいました。 

 

 皆様への近況報告という意味もあり発行を始めた会報ですので、当初

の企画どおり毎月欠かさず発行していかないといけません。 

 

 新年は初心に立ち返り、“おこまりさん”を通じて、皆様とつながっ

ていけるよう、つとめていきたいと思います。 

 

 私達をとりまく制度や環境が大きく変化を続けているここ数年では

ありますが、来年から始まる平成 23 年度は、「すぎなみ１５１」にとっ

て大きな転機を迎える年度になりそうです。 

 

 それでも、「すぎなみ１５１」が皆さんにとって必要な場所であり続

けられるよう、「本質的に大切なもの」を見失わない努力をこれまで以

上に続けていかなければいけない責任を感じています。 

 

 年は変わりますが、これまで同様、皆様の変わらぬご支援とご協力を

賜れますよう、一同心よりお願い申し上げます。 

 

 来る年も皆様にとってよりよい社会となりますよう願っております。 

 

 

       「すぎなみ１５１」一同 
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13.【1 月の予定】 

空白の欄は、平常通りの活動が予定されています。 

活動予定・日程は変更されることがありますので、ご了承ください。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

～編集者のつぶやき～ 
 
 みんなでいい年にしましょうね！ 
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日 月 火 水 木 金 土
1

休

2 3 4 5 6 7 8

休 年始休 年始休 年始休 休

9 10 11 12 13 14 15

休
休

成人の日
レクリエーション

映画

杉並精神保健福祉

交流会

17：30～
19：30

休

16 17 18 19 20 21 22

休
ソフト・バレー
ボール練習

＠中部センター
14：00～16：00

ヒューマン・

クリエーション

14：00～
16：00

休

23 24 25 26 27 28 29

休 休

30 31

休

2011年1月

＜年末・年始のお休み＞
2010年12月29日(水)～2011年1月5日(水)まで
すぎなみ１５１はお休みとなります。


