あまでうす

《あやかし》

ご感想・エッ
セー・俳句・
短歌などお
便りお待ち
しておりま
す

きに、何で行燈が置
いてあるのかなあ・・
と は 思 っ た ん だ よ 」。
すると正美が、
「妖の宿のほうがわ
くわく感があるやろ
うに」「それも悪く
は な い が 、 日 常 と は、
かけ離れた秘境の地
だ、ギスギスした都
会からの逃避行も心
が和むだろ」と今の
己の心境を言うと
「・・はあ～ん、
岐阜は都会か？」
「そこは、言うぶん
には自由だろう」
「しかし、絶景は分
かるんやが、そんだ
けでこの宿へ来るか・・」。
まだ、妖怪が出るで
あろう、という話し
はしていないから知
らないで いる。
こんな話しが一段
落したところへ、奥
さ ん が 上 が っ て 来 て、
この下に露天風呂が
あるので、疲れを落

風地蔵

第３回

まりがないので、失
礼ながら尋ねてみる
と、以前は地元の観
光バスガイドをして
いたということだっ
た。昭和を感じるソ
ファーに座り、出さ
れたお茶とお菓子を
頂きながらしばらく
寛いでいると、奥さ
んが、我々を２階の
一番奥の部屋へと案
内してくれた。
荷物を置き籐椅子
に座ると、正美が
「さっき、玄関に置
いてあったこの宿の
パンフレットを見と
るんやが、ランプの
宿ちゅうのは聞いた
ことあるんやけど、
妖の宿ちゅうのは、
ほんとの名前やない
らしいで」「ん？
どう言うことだ」と
訊くと「ここには、
行燈の宿と載ってる
がな」「どおりで、
この部屋に入ったと

白石 美帆
〒503-0922
岐阜県大垣市
馬場町８５

「こ んといて 」と。
「なんでくると」っ
て
「本を読みに来たん
です」というと、
「じゃあ本さっさと
持って部屋で読んで
よ」と追い出された
ことがあります。
この時は ここって
み ん な の 場 所 で し ょ、
何で追い出されんと
いかんのよと理不尽
さに腹が立ったのを
今 で も 覚 え て い ま す。
今思うと、それだ
け社長にとってこの
部屋は、やすらぎの
場所だったんだとわ
かります。
社長と大女将は、
感性が似ているんだ
と思います。置いて
ある本も、その時に

発行 編集

ここを訪ねたとき
は、新緑の鮮やかな
初夏であったが、春
と秋には、また違っ
た趣のある景観を、
堪能することができ
るのであろう。
宿に到着し、出迎
えてくれた６０代と
思われる女性は、家
内だと紹介された。
若い頃は、さぞかし
美 人 で あ っ た だ ろ う、
その容姿からも想像
できる。「よくおい
でくださいました。
お疲れでしょう。
さあ、どうぞ中へお
入りになってお寛ぎ
ください」と、景色
が一望できるロビー
へと案内された。な

場所で、社長は「の
久しぶりの九州旅行 し湯」に帰ると、部
パート７
屋にはちっとも居ず
に、ここに入り浸っ
鎌澤 宣子
ています。今では、
隆男さんや、ぱそお
やじさん、さくらさ
んのお気に入りの部
屋でもあります。隆
男さんやぱそおやじ
さんは、ここでビー
ルを飲みながらお話
ししたり、くつろい
でいるそうです。
以前まだリーちゃ
んが、小学生の時だっ
たと思いますが、リー
ちゃんと２人で本で
も読もうと、「談」
に行くと、社長がい
て、
「何しに来たと？」
「あっちいっとって
よ」

ドラマの前に、の
し湯ではかかせない
場所「談」のことを
書 き 忘 れ て い ま し た。
「談」は、ご主人と
大女将こだわりの部
屋で、いこいの場所
です。
ここには、こだわ
りの本や、調度品が
置いてあります。こ
れまたこだわりの庭
を眺めながら、ゆっ
たりコーヒーを飲ん
だり、そこに置いて
ある本も自由に読ん
だり出来るところで
す。
社長お気に入りの

第１６５号

２０１７年７月３日
聞
新
蔵
地
風
Ｎｏ．３
第１６５号
２０１７年７月３日
聞
新
蔵
地
風
Ｎｏ．１
第１６５号

とされたらと勧めら
れ た 。 ご も っ と も と、
さっそくタオルを持
ち、露天風呂をめざ
して宿の横に造られ
た石段を降りていっ
た。透き通った川の
水の流れる音が心地
いい所に、こじんま
りとした露天風呂が
あった。湯加減は少
し熱いかなと感じる
程度で、熱ければ川
の水を入れればいい
だけのこと。行雲流
水に身を任せ、と言
う思いでいると、正
美が「最高だぎゃ、
新緑の奥深い山の中
に、わし達だけが露
天風呂で仲良くのん
びりしておる」（な
にを言い出す、気持
ちわる！）「わした
ち二人を誰か描いて
くれんかなあ」と言
うので、「男ふたり
では絵にはならんぞ」
と応えると、「そん

必 要 だ と 思 っ た も の、
信念があって、その
時 の そ の 本 の 中 か ら、
ヒントを得た物が置
いてあるように感じ
ます。私も大好きな
場所です。
温 泉 に 入 っ た あ と、
食事のあと、朝起き
たときと、必ず足が
「 談 」 に 向 か い ま す。
ちなみに今回の旅
行では、ここでフェ
イスブックにのせる
旅行記をスマホでずっ
と打っていました。
ゆっくり落ち着いて
考えれるので、言葉
も出て来やすかった
こ と を 覚 え て い ま す。
あっ！言い忘れて
ましたが、「談」で
はコーヒーも紅茶も
セ ル フ サ ー ビ ス で す。
またコーヒーがおい
しいんです。ほどよ
い苦みと際立つ香り
に、心も体もホッと
します。

なことあらすか、見
てみーあそこで絵を
描いてる人がおるや
ろ」「えっ、どこに？」
「洒落かあ」「しゃ
れ？・・
言ったつもりはない」。
言 わ れ た 方 を 見 る と、
ここから少し離れた
川原で、おじさん風
の人が、イーゼルに
キャンバスを立てて
熱心に筆を動かし、
遠 く て わ か ら な い が、
おそらく風景を描い
ているのであろう。
露天風呂で疲れを落
とすと、また来た道
の石段を上って玄関
に入ると、先に来て
いた泊まり客の人た
ちと顔が合い、お互
い挨拶を交わした。
見たところ同じよう
な世代の人たちだっ
た。

（つづく）

ＢＧＭもいいんで
すよね。耳にスーッ
と入ってくる心地よ
い音量です。
風地蔵のなかに、
社長がどうしてもの
し湯のようにしたかっ
たスペースがありま
す。そこは一番奥の
庭を眺めながらくつ
ろげるテーブル席の
ところに、社長こだ
わりの本棚がありま
す。
ここにきて、少し
でも黒川の雰囲気を
あじわいにいらして
みて下さい。
最後は風地蔵の宣伝
になってしまいまし
た。それほどお気に
入りの場所でした。
今度こそ、次回は朝
食と展開するドラマ
を楽しみにして下さ
い。

凱翔

ゴールデンウィーク
の旅 大垣編
佐藤

４月３０日。京都のホ
テルを出て岐阜県大垣市
に出発！大垣はママが育っ
た町です。パパは、大垣
に行くのが初めてです。
らんちゃ んもパパと同じ
く初大垣！ママの育った
町はどんな所だろう！と
パパとらんちゃんはワク
ワクドキドキウキウキし
ながら出発。車内で は、
らんちゃ んごきげんさん
の様子で した。京都から
大垣まで の間、ちょっと
寄り道して、宇治平等院
と一休寺に行きました。
一休寺はあの一休さんの
お寺です。「このはしわ
たるべからず」の一休さ
んです。パパは一休さん
のお寺があることも一休
さんが本当にいたことも
知りませんでした。一休
寺には本物一休さんの髪
の毛が植えつけられて あ
る像があります。のほほ
んとしていて人は少なめ
でらんちゃ んもハイハイ
をたくさん出来そうなえ
んがわを発見！パパ、マ
マ、じいちゃんばあちゃ
んは縁側にごろ んとして
ちょっと一休み。日が当
たり暖かく風が抜けて 涼
しくお昼寝のための場所
かと思うほど気持ちが良
く眠たくなりました。ら
んちゃ んは お楽しみの
ハイハイタイム！広々と
した縁側で自由に動き回
るらんちゃん。大好きな
カギをめがけてダッシュ
でハイハイ。すごい勢い
でじいちゃ んの持つカギ
に追突！らんちゃ んは、
いつも元気。パパとママ
は縁側でウトウトして い
るとお寺の人から「そこ
では横にならないで下さ
い」と注意され、寺の外
に行きちょっとぶらぶら。
「このはしわたるべから
ず」の橋もあり、一休さ
んだなぁと感じました。
そしたらおなかがすいた
ので お昼ごはんを食べ に
行きおなかいっぱいになっ
たところで大垣に出発し
ました。車の中でちょっ
とお昼寝しながら大垣に
到着。まずは、ママのお
世話になった人達にお土
産を持っていきました。
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の育った町は、ドいなか
になるのかな。ホームセ
ンターで買い物を済ませ
てから、夜ごはんを食べ
に行きます。パパは、お
なかぺこぺこなので楽し
みにしていました。夜ご
はんはママが好きなパス
タ・ピザのお店に。その
お店のパスタは目の前で、
大きなチーズからチーズ
を削り、パスタにかけて、
くりぬいた大きなチーズ
の中に入れて最後の仕上
げをしてくれます。それ
にピザは、食べ放題です。
チーズフォンデュもあり
ます。とりあえず、パパ
はピザをあるだけとって
きます。ピザはバイキン
グ方式で 自由に好きなだ
けとれます。デザートピ
ザのハニーチーズやおか
ずピザのソーセージピザ、
ミックスピザやチキンの
ピザ、たくさんありピザ
の生地は、薄めのぱりぱ
り生地です。ママとばあ
ちゃんはデザートピザが
好きみたいでたくさん食
べていました。パパはお
かずピザをたんまり２，
３回とりに行きました。
最後にとりに行ったとき、
ちょうど焼き たてピザが
きました。おなかいっぱ
いのはずが取り過ぎてし
まいました。パスタも目
の前チーズもうまかった
だけでなく、楽しめる夜
ごはんでした。チーズフォ
デュは、とにかく熱々で
やけどするかと思い、しっ
かりふーふーして 食べま
した。おすすめの食べ方
は、ピザのミミを つけて
食べる食べ方がパパ流お
すす めです。おなかいっ

ママが小さい頃からお世
話になっているおおくら
のおばあちゃん。パパと
らんちゃ んは初めまして
です。ママがお世話になっ
た人はどんな人だろうと
思い行くと、とても優し
く、あたたかみのある方
でした。ママはおおくら
のおばあちゃんのごはん
が大好きだったことや、
小さい頃からよく遊びに
行っていたと 聞き 、ママ
の育った町は、みんな優
しい人達が多いです。お
土産を持っていったのに、
おいしい新米のお米やア
イスなど、逆にたくさん
ぱいに鳴りホテルに帰り
ます。今日は、明日に備
えてゆっくり睡眠をとる
ようにしておやすみなさ
い。
大垣２日目の日、パパ、
じいちゃんは屋根ぬりを
します。まずは、屋根ま
わりの掃除から始めます。
ツルや枯れ葉などたくさ
んあり、きれいに取って
いきます。掃除が終わっ
たら、ケレンをします。
ケレンは、前回の塗装の
塗膜をはぐいだり、サビ
を削り表面を平らにした
り、塗装面のキズ付けを
することです。今日の目
標は、ケレン、さび止め、
掃除の３つを終わらせる
ことです。ケレンが終わ
り、ホコリを落としてさ
び止めを塗ります。サビ
がかなりきて いたので 、
２回厚く塗り、下塗り完
了したのがお昼頃。パパ
とじいちゃ んは屋根の上
で作業をしてはらペコで
す。お昼ごはん屋さんを
探してウロウロして、近
くのカレー屋さんに入る
ことに。もちろんパパも
じいちゃんも大盛りのカ
レーを頼みます。カレー
もインド人が作るカレー
で、たくさんの種類があ
ります。シーフード、チ
キンなどなど。辛さも選
べます。大盛りで も少な
いかなぁと思ったけど、
食べ終わると結構おなか
いっぱいになり満足満足。
お昼から、ばあちゃんの
運転で、パパママらんちゃ
んで名古屋に行きました。
じいちゃんのお母さんの
らんちゃ んのひーおばあ
ちゃんからもらっていた

の物をもらいました。ま
た次行くときたくさんお
土産を持っていこうと思
います。そして、ばあちゃ
んのお店、風地蔵に行き、
明日からパパとじいちゃ
んで屋根塗装をするので、
下見をしました。必要な
道具を確認して、ホーム
センターへ。ホームセン
ターに行きながら外を見
ていると、大きなショッ
ピングセンターが２，３
個。ママからいなかと聞
いていたけど、「あれ！
パパの育った町より都会
だ」と思い、ママから思
ういなかが大垣ならパパ

１万円で、らんちゃ んの
服を買うことに。服選び
は、ママのセンスで 選び
ます。パパの選んだ服は
そく却下です。たまにい
いねと言われ買って くれ
ます。今回はママが、上
の服、下のズボンを選び
ました。あれが良いけど
これも良いと１時間ほど
繰り返し、やっと決まっ
たのが夏先取りの肩だし
の白いタンクトップのよ
うなワンピースと、花柄
のズボンです。夏の先取
り清楚ファッションのら
んちゃ ん。かわいい！か
わいすぎる！おやバカの
ママパパの一言でした。
そして 夜、ママの幼なじ
みのお店、「朝日屋」に
ごはんを食べに。風地蔵
の原先生、大橋さん、か
まざわさん、パパママじ
いちゃ んばあちゃんらん
ちゃんママの後輩みんな
で食にレッツゴー！名物
の味噌 煮込 みうどんを 食
べ ます 。パ パは味噌 煮込
みうどんと唐揚げのセッ
トを食べました。味噌 の
濃厚さがおいしくばくば
く食べれました。そして
そこで事件が発生！らん
ちゃんの服にみそが！買っ
たばかりの服がぁ・・と
ママと ショック。ごはん
食べるときは、ちゃんと
気をつけて 食べると 勉強
になりました。食べ終わっ
たあと、ママとらんちゃ
んは、幼なじみのゆきさ
んの家にお泊まりに。ら
んちゃ んだいじょうぶか
なぁと心配だったけどマ
マにあとで聞くと、ぜん
ぜん大丈夫で楽しんでい
たとのことで一安心。マ
マらんちゃ んを送ったあ
と、パパじいちゃんばあ
ちゃん大橋さんかまざわ
さんとホテルでちょっと
夜のお話タイム。風地蔵
の話しかららんちゃ んの
話など１時間ほどで、か
まざわさんの息子さんが
お迎えに来ました。ちょっ
と体調が悪く冷えピタを
貼っていたけど笑顔でニッ
コリしてくれました。か
まざわさん大橋さんを見
送ったあと事件発生！じ
いちゃ んが歩けなくヨロ
ヨロに・・。楽しくて飲
み過ぎたのかなぁ。パパ
もじいちゃ んも昼まで屋
根の上にいたので、疲れ
て夜爆睡できました。ら
んちゃ んとママがいない
ホテルで 一人で 寝るパパ
は、ちょっと淋しかった
けど疲れていたおかげで
よく寝れました。そして
３日目。今日も朝から屋
根塗りです。 ２人でや る
予定だったじぃちゃんは
ちょっと寝坊をしました。
起きておなかがすいたら
しく、ホテルの近くでラー
メン屋さんを探しフラフ
ラす るけどラーメン屋が
ない！と見つからず、ロッ
テリアでハンバーガーを
買い、ホテルの部屋が清
掃中では入れずロビーで
食べたそうです。パパは、
屋根の上塗りをしに風地
蔵に。ハケをとり、上塗
り２回をローラーで転が
しをして材料が少しあまっ
たので、壁の木を塗りま
した。なんとか仕上がり
クタクタになりました。
お昼は風地蔵で具雑煮を
食べることに。お餅をた
くさん食べてお腹パンパ
ン。夜ごはんまでちょっ
と時間があるので、ホテ
ルでゆっくりすることに。
久しぶりの屋根塗りで疲
れて お昼寝でき ました。
そして夜、パパじいちゃ
んばあちゃんかまざわさ
んと養老の焼き肉を食べ
にＧＯ－！と その前に、
かまざわさんのだんなさ
んにお線香を上げに行き
ました。パパは、かまざ
わさんのだんなさんと、
息子さんから服をもらっ
たりしていたので感謝し
ています。焼き肉は、ちょっ
と待ち時間があるので、
温泉に行きました。ゆるー
とお湯につかりのほほん
と気持ち よくお肌すべす
べになりすっきりでした。
そしてお楽しみの焼き肉！
安くてうまいお肉、やわ
らかくてぶ厚くてうまい！
いつも塩タンはママの物
なので、たくさん食べま
した。もちろんそのあと
ママに自慢しました。そ
してホテルに戻りおやす
みなさい。そして次の日
おうちに帰ります。ゴー
ルデンウィークなので、
高速が混んでいて、家ま
で大垣から１３時間を超
える大移動になりました。
じぃちゃ ん、一 人で運 転
をしてくれて、ありがと
うございました。

お便りします

美紀

お便りありがとうご
ざいました。また新
聞もありがとうござ
います。商店街の
「まちゼミ」は素晴
らしい行事ですね。
町の活性化にもつな
がるのではないでしょ
うか。当地は昨日今
日と、５月というの
に真夏の暑さです。
どうぞ皆様お体大切
になさってください
ませ。
（春日市 村山さん）

父の日
大橋

今年は６月１８日が父
の日でした。私は父の日
が近くなると、９年前に
６４才で 病気が見つかっ
て３カ月で亡くなった父
のことを毎年深く思い出
します。もちろん毎日と
は言いませんが、日頃も
思い出します。買い物に
行くと父の日と書いたの
ぼりやポップ、プレゼン
トコーナーを見ると一層
父を思い出すのです。生
きていた頃は、何をプレ
ゼントしようかとぐるぐ
るコーナーを巡って父が
喜びそうなものを選んで
いた私。とても楽しかっ
た気がします。とっても
楽しく人当たりも良く、
本当に明 るい父で した。
１７６センチ身長があり、
あの頃の男の人だと大き
い父でした。母は１５０
センチほどしかないので、
母は父の脇の下に入るぐ
らいの身長差です。父は
自ら会社を作り上げたお
かげで、旅行も色々なと
ころに連れて行ってくれ
ました。家族旅行以外に

も、会社の慰安旅行にも
連れて行ってくれました。
一番覚えているのがみか
ん狩り、リンゴ狩り、大
型の免許を持っている父
で した ので 、バスを 借り
て 父の運転で行ったとき
もありました。父は皆が
喜んで くれることが本当
に大好きな人でした。自
ら面白いことをしたり、
笑わせてくれました。会
社のクリスマスパーティー
ではサンタになり、サプ
ライズをするなど、バカ
だなあと思うくらい。そ
してスポーツ万能、ボウ
リングにソフトボール、
冬にはよくスキーにも連
れて行って くれました。
幼かった頃の私は父のス
キー板の前に足をのせて
滑りました。小学生にな
ると自分で板をつけ、滑っ
たことも鮮明に思い出し
ます。「これダメ、あれ
ダメ」と本当に言わない
父で、自分が決めたこと
は例え違っていても何で
もやらせてくれました。
ぶつかれば教えてくれる。
そんな父。でも一番思い
出すのが小さくなった父
です。いつもは私が見上
げていた父が、病気がみ

老老介護は周りには
いないんですが、Ｔ
Ｖで特集をやってい
ることがあります。
私 の 親 も そ う で す が、
近所は年配の方ばか
り。元気ですが、こ
の作文を読むとあら
ためて考えさせられ
ます。
凱翔くん。これから
も新聞の作文を書く
ことになると思うか
ら、頑張ってね。顔
をバンバンたたく可
愛い目覚まし時計。
赤ちゃん手かげん無
しです。
旅行で食事がおいし
くないのは、修学旅
行 く ら い で し ょ う か。
いいですね。おいし
い食事。旅行の醍醐
味です。修学旅行の
思い出は、大仏の鼻
の穴と同じ穴が空い
ている柱があり、学
年１４０人をその穴

ち ょっと立ち 話

五月号の風地蔵新聞
楽しくおもしろく拝
読させていただきま
した。ありがとうご
ざいました。スタッ
フの皆さんの個性が
そ れ ぞ れ 素 敵 で す ね。
一気に読ませていた
だきました。楽しみ
にしています。（太
宰府市 中野さん）
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初話題。

おもしろい！休みの日も
うずうずして大垣城公園
のベンチで 一日中将棋
をさして るたまり場に腕
試しに行っては
「オーナーが あんな場
所に行ってはいけません。
行動を考えてください。」

昼間っから 酒の臭いを
ぷんぷんさせ
自転 車をふ らふ らこ いで
風地蔵に ふら～っとやっ
てきた。
愛嬌たっぷりの 笑い顔
京都弁で ひとな つっこ
よぉ～しゃ べる。
しかし しょうぎは対局
が新聞にも載るほど の腕
前。
自分の名前と対局が載っ
てる新聞を自慢して見せ
てくれた。
しょうぎ教えて！しょう
ぎのおぢさんは ホッホッ
ホとサンタクロースのよ
うに笑った。

白石家の若旦那 凱
翔を歓迎してくださっ
て ありがとうござ
います。
何かの折に触れ、
「いま思った？」と
凱 翔 に き い て い ま す。
真剣に考える間を待
つと、面白い返事が
帰ってくるので、こ
の素直な思いを文字
にしたいと常日頃思っ
てましたので、旅行
をきっかけに書いて
もらうことにしまし
た。原先生の読み通
り、いろんなことを
書いてもらいたいと
密かに企んでいまし
たがバレバレでした
ね。ぜひ、若者に感
想をエールをお送り
下さい。（みほ）

風地蔵の長老に叱られた
こともあった。

いま、しょぎのおぢさん
が 草葉の影で
くっくっくと
笑って る。

うまい先生だったんだな
～。

しょうぎのおぢさんは
あたしのレベルに会わせ
ながらどんどん 道を考
えさせ わくわくした。
こんな退屈なしょうぎじゃ
なかった。
最後はおぢさんが勝つん
だけど、次こそは！と
本気で思えた。

ドンドン攻められる。
「はぁ～ なんか いっ
ちょん おもしろなか！
もちょっと 教えながら
やるとか
手加減して よ！」

あれは何年前。
昨夜 久しぶりの対局。
風 地 蔵 に ふ ら ～ っ と あ 「おまえ、知っとるね。」
ら わ れ た し ょ う ぎ の お ダンナが言う。
ぢさん。
いや、まったく忘れてる！
最初の一手は 自然に体
が動いただけ。

てこい！」
結婚６年目の

風地蔵新聞のニュー
フェイス

に通すために先生が 学生は本当にビック
流 れ 作 業 の よ う に 手 リしました。（大橋）
早く生徒の手をつか
まえては、引っ張り
出しているのをいま 老老介護、いずれは
だに覚えています。 ですね。主人の父母
（原）
を見ているとそんな
感じです。
凱翔君、ランちゃん
のことがとっても大
切というのが伝わっ
てきます。初めての
神戸、京都でみるも
のきくものが新鮮だっ
たでしょう。続きも
楽しみです。
修学旅行、奈良京都
４ ０ 数 年 も 前 で す ね。
でも大仏の大きさと
シカにはビックリし
た記憶があります。
ベスト３よく聞かれ
ましたね。
あまでうすさんはど
ういう風にこうした
ことを考えているん
でしょう。一度頭の
中をのぞいてみたい
です。（鎌澤）

風地蔵新聞の原稿が
届きビックリ。カイ
ト君が旅の思い出を
びっしり書いて下さ
いました。白石家と
家族になり、いっしょ
に旅が出来ることの
うれしい気持ちが伝
わってきます。
店長の九州旅行での
食事、たくさん写メ
で 見 せ て 頂 き ま し た。
器や演出も素晴らし
かった。めいっぱい
五感で楽しめる旅で
すね。
原先生は、大垣のま
ちゼミを本当に上手
に楽しんでいらっしゃ
います。また色々聞
かせて下さい。
私も一番思い出すの
は、奈良の大仏でし
た。あの大きさに小

つかり日々弱くなってい
く姿、自分で歩くことも
難しくなり、車いすでの
移動、その車いすを押す
度思った。私が父の頭を
上から見るときが来るな
んてと、気持ちを押し殺
して看病をする毎日が辛
かった。でも３ヶ月間、
毎日傍に居られたことは、
幸せだと感じていたこと
も、私の心の声も思い出
す。今、生きていてくれ
たらとも考えます。何も
親孝行も出来なかったけ
ど、こうやって父を思い
出すことがいまできる親
孝行だと、今の私の父の
日なんだと思っています。

川風

みほ

しょうぎのおぢさん
しらいし

１４才のプロ棋士が誕
生した。
連日たのもしいニュース
をみながら
「しょうぎしたい～」と
つぶやいた。
「おまえ、しょうぎしきっ
とや？ すぐ将棋盤買っ

奥田良樹
庭師

春のまちゼミ②

で、祝杯！とはいかなかったが無事禁酒解禁。やっぱり旨い。
これからも何かあることに、ちょこっと禁酒してみようと思う。

昨年、アニメーション映
画になりました。その中
に出てくる女の子は、生
まれつき耳が悪く子ども
の時から補聴器をつけて
います。その女の子が高
校生になってあるシーン
の時に、赤い補聴器をつ
けていました。意外に赤
い補聴器が可愛く、イヤ
リングみたいでファッショ
ンの一部みたいに見えま
した。やっぱりこの映画
を見た人から問い合わせ
があったそうです。
ちなみに赤い補聴器は、
お高い補聴器にしかこの
色はないようです。補聴
器は精密機器で 保険がき
かない。高い理由です。
途中、ものすごい眠気
に襲われるときもありま
したが、１時間の講座が
終わりました。講座のあ
と、仕事が休みの姉と会
い、補聴器の話しをする
と、「補聴器って高いん
やね」と驚いていました。
確かに。
健康な体、健聴な耳に
あらためて感謝しました。
次は春のまちゼミ、最
後の講座。人形の石川で
す。次は何を学べるか楽
しみです。おわり

結局試合では敗退。父親として勝ち負けはどうでもいい。
キャプテンとしてよくチームをまとめたと思う。

細菌の増殖抑制・補聴器
をつけたままでシャワー
を使っても大丈夫なアク
アプロテクトになってい
たりと、着いているのと
ついていないで値段は変
わりますが、片耳だけで
５万円～５５万３２００
円だそうです。
値段が高い補聴器は、
新商品で充電が出来るそ
うです。充電が出来ない
補聴器は電池なんですが、
６個入りで千円。しかも、
電池を抜いたとしても使
用したら放電し続ける上、
一番長く使え る電池で ３
５０時間持つのもありま
す。けど、どの補聴器に
て使えるわけではなく、
なかには８０時間しかも
たない電池しか使えない
のもあります。
ちなみに、３５０時間
は１５日間、８０時間は
３日間と８時間使えると
いうことです。
補聴器というと、肌と
同じ色で目立たないもの
をイメージしますが、今
はカラーバリエーション
も豊富で、赤・ピンク・
ブルー・ブラウン・ゴー
ルド・シルバー・シャン
パン・パール・ブラック
などなど。
大垣が舞台となった
「聲の形」という漫画が

超零細庭師がテレビCMもバンバンしている会社の「広告」を、それも対等に
作らせていただくことに見事成功。ここで禁酒解禁でもよかったが、
長男の為にグッと我慢。と言ってもたった6日間だけど。

えると思いますよ。と言
われました。
ちなみに聞こえの目安で
すが、小さい声や、ささ
やき声が聞き取りにくい、
テレビの音が大きいと言
われる方は、軽度２５ｄ
ＢＨ～４０ｄＢＨで聞き
取れ るそうです。
普通の会話が聞きづらい、
自動車がそばに来て始め
て気づく方は、中等度４
０ｄＢＨ～７０ｄＢで聞
き 取れ る そうで す 。
補聴器を装用する場合、
片耳だけが難聴で も両耳
装用が良いそうです。メ
リットは、自然に聞こえ
て、騒音下でも聞き取り
やすい。片耳装用時ほど、
音量を上げな くて もよい
ので 、疲れにくく音の方
向感が得やすいようです。
両耳に音が入るので、聞
こえの範囲が左右に広が
り、音の場所をとらえや
すいそうです。音の方向
がわからないと、道路沿
いを歩行中などに危険性
が高まります。けど、正
直、補聴器はお高いです。
安いのもありますが、
それでも４４０００円の
ポケット型補聴器という
のがあります。けど耳に
入れるタイプで、機能や
防水・防塵・ナノコーティ
ングで撥水コーティング・

願掛けもある。二つの祝杯。ある大手工務店さんの取締役さんにプレゼン。
長男の少年野球の大事な試合で打てますように。

由里子

音が大きいと言われる。
・携帯電話が近くにある
のに、呼び出し音に気が
つかない。
・人と会話をするのが面
倒に感じる。
聴力の低下は、３０代
から始まるそうです。
耳の構造と役割があり
ます。
目に見える耳を耳介、耳
垢がたまるところが外耳
道と言います。ここは音
を集めて方向感を得ると
ころな ので 、外耳と 言い
ます。
その奥に、鼓膜と耳小骨
があります。ここで音を
伝えます。ここを中耳と
いい、中耳が炎症を起こ
すとよく聞く、中耳炎に
なります。ちなみに鼻と
耳はつながっていて、ちょ
うど中耳の所とつながっ
ているので鼻から水が入っ
て耳に入り、中耳炎にな
ることもあるそうです。
さらにその奥にカタツム
リの形をした蝸牛があり、
ここで音を感じます。こ
こを内耳といいます。
蝸牛のなかに有毛細胞
があり、年齢を重ねると
有毛細胞が抜けるそうで
す。
治すことは出来ないそ
うで、それが聞こえなく
な る原 因 の一つです 。
さらにその奥に、聴神経
があります。難聴にも種
類があります。低音難聴、
感音難聴、混合性難聴の
３ つで す 。
低音難聴は、中耳炎や、
鼓膜の損傷、病気などが
原因で、音が伝わりにく
くなることによる難聴で
す。
治療も出来、難聴が残
る場合は補聴器を使うこ
ともあります。
感音難聴は、加齢や病
気、長時間騒音下にいる
ことなどが原因の難聴で
す。
混合性難聴は、その両
方が同時に起こる難聴で
す。
感音難聴と、混合性難聴
は、医学的治療では治ら
ず、補聴器を使いますが、
難聴レベルやまわりの状
況によって は、補聴器を
つけても聞き取りにくい
場合もあるそうです 。
講座の途中、聴覚検査
をしましたが、低い音が
少し聞き取りにくいけど
正常範囲の健聴。高い音
に関しては、講師の人が
驚くほどのレベ ルで 聞き
取れた、超健聴でした。
病院で行う聴覚検査は、
無音状態で 行う そうな の
で、ここよりもっと聞こ

基本的に毎日お酒を飲んでいる。
「おいしいお酒」を飲む為、祝杯をあげるのに毎日飲んでいては！
と、今更(46歳)にして気づく。それで期間限定禁酒。

原

十六銀行の次のまちゼ
ミは、補聴器の宝月堂の
「補聴器ってどんなもの？」
です。
補聴器は、今のところ
必要はないけど、学んで
いて損はないと思い、参
加しました。
今回の講座は、定員一
組という狭き門。申し込
みをしても、断られると
思いながら電話をかけて
みました。やっぱり定員
は埋まっていました。無
理だろうと思ってかけた
ので切ろうとしたら、
「１１時～１２時まで の
時間は埋まっていますが、
他の時間なら大丈夫です。」
と引き留められました。
それならと思い、１５時
で申し込みが出来ました。
あとから聞いたのです
が、定員一組にしたのは、
講座の中で聴覚検査をす
るんですが、一人づつし
か出来ないので 、他の人
を待たせるのが申し訳な
いからということでした。
今回は時間ギリギリに着
き、店内に入ると他にお
客様がいる様子なし。私
一人のみの完全マンツー
マン対面講座です。講師
は店長さんと思う男性の
方です。
補聴器は１３０年前、
１８７８年にベルナー・
フォン・シーメンスとい
う方が、難聴の従業員と
その家族向けに、特別な
電話受信機を発明したそ
うです。それが最初の難
聴補聴機器だそうです。
それから、音響学の最先
端を切り開いてきた歴史
があるそうです。
人は年齢を重ねると聴力
が低下していくので、誰
にでも起き る自然なこと
だとか。
加齢性難聴は高音から
少しずつ聞こえにくくなっ
ていき、「あ・い・う・
え・お」の母音は聞こえ
るけど子音を聞き取る力
が低下していくそうです。
例えると１時（いちじ）
が７時（しちじ）、広い
（ひろい）が白い（しろ
い）魚（さかな）が高菜
（たかな）と聞き間違う
そうです。
あと、こんなことはな
いですか？といただいた
冊子に書いてありました。
・自動車の中での話しが、
よく聞き 取れない。
・人の話し声が小さいよ
う に感じ る。
・まわりの人からＴＶの

「プチ禁酒」
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