ではなく。そうした中で
悼み、その額に
長明さんに近づけるので
阿字を。鴨川の
はないかと思う。佐伯さ
ほとりは死者で
んとは違うでしょうが。
このたよりで方丈記について書いて 歩けないほどだ
●
私たちは弱いからこそ
今
いましたので、
後のことも考えずに飛び ったという。
次は森田真生さん『自
に
つきました。
『ゆく河の流れは絶えずし 長明が 54 歳で
分だけでは立てないとい
か
て、しかももとの水にあらず。よどみに 日野に草庵を作
２０２１年１２月２６日最終野菜市
か
う｢弱さ｣の自覚を』と題
わ
浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結び り、５８歳で方丈記を。その中で、長明 20 して。若い方です。｢一握りの土の中には何
る
て、久しく留まりたるためしなし。世の 歳から 30 歳余りの時の京や民の様子を詳しく 十億もの細菌がす
こ
と
中にある人とすみかと、
またかくのごと 著し、国内最古の災害文学と言われ、事ある毎 んでいるといいま
２０２１年１月１１日朝野菜生産者の方々
今 年 もよろしくお願 い致 します し｡』は方丈記の冒頭部分です。このたより に読まれてきた。その中でも先の一文の飢餓の す。細菌やカビ、キ
で何度も書いてきました。鴨長明が生きた約 部分は筆者の脳裏に焼き付いて離れません。 ノコ、ミミズなど、
コロナで始まり、コロナで
源平の争乱も背景にあり、疫病も流行った。 無数の生き物たち
暮れた２０２０年。新しい年
そして、今。｢人の体が、大気や食料を出し がひしめき合いな
２０２１年が始まりました。
花壇を
がら、100
年に1
㎝
入れすることで自然とつながって生命を得て
まるごと館開館11 年半の中
いるように、人の精神もまた、季節の変化 とも言われる緩やかなペースで土壌が形成
で、これほど迷った年はありま
されていきます。土は多くの
や山川草木といった自然に触
せんでした。当たり前に出来て
生き物の合作」だと。土があ
れるその感触によって生命を
いたことが当たり前に出来ない
るおかげで私たちは生きてい
２０２０年１２月２６日清掃後
得ているのであろう｣と佐伯さ
という経験でしたが、他に目を
８００年余り前の時代は｢生きるということ
けるし、肥沃な土は人工的に作
転じると色々なことがわかってきました。何が大 は常に死を覚悟する時代であった。とても四 ん。｢だから昨年の『巣ごもり』
り出せない。人間の生存は自力
切なことなのか。誰が苦しい思いをしているのか。季のめぐりを味わうなどという時代ではな はわれわれの精神から活力を
では無理で、自然の恵みに依存
普段ではわからなかったことが如実に見えて かった｣と。そのことは方丈記の一文が教えて 奪い取るのは当然のことだっ
館内の掃除を
している。｢自分が何に依存し、
くる。露になる。今そういう経験をしているのだ くれます。
『いとあはれなる事も侍りき。さり た｣。しかし、｢昨秋の京都は一
如何に多くの他者のおかげさまで生きている
『ゆく
と思います。
がたき妻、夫持ちたるものは、その思ひまさり 気に人が押し寄せて喧噪の中にあった。
かを、深く自覚していく｣、
『自分だけでは
元旦の京都新聞記事からヒントを得、今に迫るこ て、深きもの、必ず先立ちて死ぬ。その故は、 河の流れ』が運ぶ無常など味わうべくもない｣と 立てない』ことを『弱さ』と呼ぶとすれば、
人をいたはしく思ふあひだ
とができるかと書いてみました。どうでしょうか。 我が身は次にして、
弱さの自覚は、他者との紐帯を育むものだ
に、
まれまれ得たる食ひ物をも、
かれに譲るよ
鴨 長 明 の無 常 感 について
からです」と。私たちは弱いからこそ、鳥
ゆく河の流れが運ぶ無常と題して佐伯啓思さん りてなり。されば、親子あるものは定まれる
のさえずりに心奪われ、可憐な花の姿に見
事にて、親ぞ先だ
ほれる。自分だけで立てないから自分でな
小さな花壇をきれいに
ちける。また、母
いものに深く心を動かされる、というのです。
の命尽きたるを知 断言される。鴨長明が自発的に｢巣ごもり｣
このコロナの昨年 4 月頃、自分自身の弱さ
2021 年１月 1５日/134 号
らずして、いとけ を選んだのは｢ゆく河の流れ｣の無常を知る を感じたことがあります。その時はフジの花
＜発 行 ＞ 八 幡 ま るご と館 / 八幡市男山松 里 １２－２０
なき子の、なほ乳 ためであったとも。現代の日本人はその無常 をみて何故か涙が。見えてなかったのですね。
（TEL&FAX）０７５－９８３－３６６４(９時～17 時)
を吸ひつつ、ふせる 感を忘れてしまっていると書かれるが、長明 まわりに目がいかなかった。自然の力もさ
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net
などもありけり』
。 の無常感って？。災害や疫病を前に、それを ることながら、まるごと館に来られる方々の
ホームページは http://marugotokan.net/
京の人口が10 ただ受け入れるしかない多くの民を、自分の お言葉や存在が大きな力になりました。それ
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
万前後そのうち 4 眼や耳で見、聞きしてきた長明さん。それに を紐帯というのでしょうか。この森田さんは
●
万 2300 人余りが は到底及ばない現代人。このことから思うの
八幡まるごと館は街行く人のだれもが自由に立ち寄れる“地 なくなった。仁和 は、毎日コロナ死者数が発表される中、他人 筆者の子供の年齢ほどの方、学べます。
ありがとうございました
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 寺の隆暁訪印と なら何の感情もなく、家族とは違う感覚に。
昨年12
月26 日に最終野菜市を行いまし
そのことを考えられたらと思う。他人事
いう人が死者を

た。野菜生産者の方々には1 年間ずっとお世話
になって、まるごと館の運営費用が捻出できま
した。暑い時も、朝寒い時もいつも来て下さっ
て感謝しかありません。
そして、昨年末に｢今年はまるごと館の掃除を
やめる｣と言ったら、｢何言ってるの！｣とお叱り
の言葉がとんできました。結局15 人で、片付け
から拭き掃除に花壇の剪定までしてくださいま
した。おかげ様できれいになりました。ありがとう
ございました。折しも緊急事態宣言が出され、ま
るごと館に参加される方々のご事情もあって、
悩まれることがあるかと思いますが、無理はし

ないで下さい。まるごと館も感染に気を付け
てずっと続けられるようにしてゆきます。

まるごと館 が免 疫 力 を持 つ
という気持ちで筆者は生活しています。そ
ういえば、ずっと前からそう思っていました
が、
特にこのコロナの時期につくづくと自覚
しました。助けられていると。まるごと館の
力です。
コロナ禍で他人と接する数少ない外
出の機会さえなくなり、お家でずっと誰とも
話さない生活をされておられる方々がずい
ぶんいらっしゃるかと思います。他人事では
ありません。つながりがあれば、ライン、パ
ソコ

<昨年 12 月にこんなことをしました>

17 日 出口修さんは信長関連の中で、八幡市内に
ある本妙寺のことを話されました。八幡城ノ内に
あるこのお寺は以前高野街道の雛めぐりで何度
も訪れたことがあります。ここは１５６４年に竹

八幡まるごと館 １月・２月の予定

内伊予守経孝に
よって創建。彼は
松花堂昭乗を養
子にしたとの話
が。１５７９年に
現在の近江八幡
安土町にあった
城で日蓮宗と浄
土宗の論争で、信長は浄土宗側に加担した。
その時日蓮宗で犠牲になって処刑されたの
が本妙寺２世日門上人だと。墓が大正 11 年
に境内に作られた。日蓮宗と法華宗の違いは？

休館 1 月 1 日～1 月 7 日 ２月１日午後

<まるごと館開館>

１月８日(金)２０２１年の野菜販売始めです。
＜パソコン教室＞
毎週月曜日 10 時～12 時です
１月 18 日(月)10 時～12 時
次は１月 25 日
パソコンを持って来て下さい。費用 300 円(コーヒーつき)

絵手紙講習会

9 日 毎月
１回続け
てきまし
た。来られ
ない方も
おられ、寂しいことは寂しいですが、皆さん方が元気
にされていたら、嬉しいです。森本玲子さんはいつも
と変わりなく、勢力的にアドヴァイスをして下さって
います。そして何よりなのは、皆さんが楽しんで描け

八幡の歴史

<絵手紙講習会>
ること。会話も以前よ
り少なめですが、じっ
と自宅に籠っておら
れたらどうでしょう
か。どうぞお元気で。

１月 13 日(水)午後 1 時 30 分～
講師 森本玲子さん 参加費
ヒーつき) 次回は２月 10 日(水)です
＜オカリナクラブ ひまわり＞
楽しめる時に。
１月 18 日(月)13 時～ 参加費100 円
あと1 月は25 日あります。

＜歴史を学ぶ 新八幡の歴史 NO27>
１月 21 日(木)13 時 30 分～

折り紙教室

400 円(コー

講師出口修さん

参加費 100 円

月 1 回です

<折り紙教室 第１７回> 水引で作るアクセサリー
１月 22 日(金)13 時 30 分～講師 出口宏子さん
持ち物 ボンド、ハサミ参加費材料代は 100 円です。

<楽しい理科の実験 NO３７> 前回に続き、サッカーボールを作ります
１月 27 日(水)13 時 30 分～ 講師木下章司さん 参加費 300 円(コーヒーつき)
＜味噌作ります＞ お手伝いをします
11 日 30 ㎝×30 ㎝の折紙に切れ目を入れて、9 羽
の鶴を作りました。前回は障子紙で練習を。今回
がきれいな和紙で本番です。出口宏子さんにアド
ヴァイスをいただきながら、全員が完成しました。

難しくはないのですが、細かい作
業です。説明図がありますので、
作りたい方はいつでもどうぞ。宏
子さんにたくさん教わりました。

２月 25(木)10 時～
参加費 100 円 講師の方は来られませんし、
昼食も致しません。
煮大豆を鍋ごとお持ちください。材料を注文される方はお早めに。

ソコンのメール、電話でもできますから、ま うに。近々の講座を延期に。残念ですが、
るごと館が開いている時にどうぞ。スマホか 今の状況では仕方がありません。しかし、
らまるごと館ホームページがのぞけますし、 まるごと館を閉じてしまうことはできない
と思っていますので、お立ち寄り下さい。
ました。
しかも毎回
オカリナひまわり
今日何をしているか見てください。皆さん方
年明けから色々と考えなければということ
同じ曲を何十曲も。
＊
落ち着いて演奏で のお力でまるごと館が免疫力を持つように が続きました。年齢もあるのでしょうが、
義母がなくなりました。最後に力をだし、
きるようになるま なったと確信しています。
＜あんなこと・こんなこと＞
朝食も自分でし、孫や曾孫とラインのビデ
でにはもう少し時
間がかかるでしょ ＊ 例年でしたら、餅つきの準備、味噌づくり オ通話をした後、昼食も自分でしっかり食
講習会の準備に取り掛かっている時期です べ、そのすぐ後ベッドで息を引き取りまし
うが、培って来た人
が、今年は行いません。でも少人数で、味 た。安らかで誇らしげでした。悲しいとい
14 日 (写真の日) 今年は当初計画していたコン 間関係がとても貴重で大切に思います。全員で
噌づくりのお手伝いができると思いますの うより、よく生きたねと見送ることが出来
サートも前座での演奏もできませんでした。それで 20 名の方がいらっしゃいます。２グループに
で、どうぞご参加下さい。講座の講師の方々 ました。夫や義母の存在から沢山のことを
も一週間に一度集まってはオカリナを演奏してき 分け２週間に１度の参加としたら。ご意見を。
(うえたにじゅんこ）
にも感謝致します。余り無理されませんよ 教わりました。
うに。

