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出だしに｢世の中が生き難く｣と書く。歌や琵琶に のかわけがわからないまま色々なもの が大切だと思っています。まるごと館の動
巻、福原への遷都、飢饉、大地震が。
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京の都から福原遷 る。そういうものにうっかりと取り込まれ
その生活が長明にとってはとても心地よ
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平安時代の貴族から
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 いにしへの賢き御 でいいのだろうか、そういうことから脱却で すれば、長明の方丈庵での生活は考えられな
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 世には、あはれみ きないかと思う日々を過ごしています。
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解説者の浅見さん。｢自分で歩こう、自分で動こ 野にある粗末なもの。身につけるものも。
今のように人間が生きることが他の生物の生
う。過食でなく、粗食に甘んじよう｣と。
きる環境を壊すことにつながらない暮らし方、
長明は自分で方丈庵を組み立て、気に入らなけ
れば移動できるように考えていた。随分気に入っ 生き方。その辺りでも今の私たちが出来ること
て、結局亡くなるまでの8 年間そこで暮らしたと が色々ありそうです。ちょっと変な着地点にな
言います。自然に添った生活で、食べ物だって りましたが、次回もよろしくお願いします。

｢免疫力をつけるには｣コーナーです
続けてゆきます。ご意見お待ちしています。
① 歌はなんでもよい。(見上げてごらん夜の星を)
浴槽に 20 分位は入る。大きな声で歌う。この
曲はまるごと館のオカリナクラブひまわりで
数年前からマスターし、演奏できるようにな
った記念すべき曲。いずみたくさん作曲・永
六輔さん作詞の恋の告白の歌だそうです。

に20 分入る。｢免疫力を高める｣(日経ヘル
ス)を参考に。HSP(ヒートショックプロテイン)を増
やす働きがある。
これはダメージを受けたたん
ぱく質を修復したり、免疫力を高める。お風呂
で体を温めるとHSP は増える。
その時温まった
体を維持することが大切。まだありますが、後に。
②指もみをする
入浴中は便利。指の爪の横(井穴せいけつ)
をそれぞれ 10 回３セットもみます。血行
見上げてごらん夜の星を
を良くし、自律神経をたかめます。自分の
＊ 小さな星の小さな光が
意思とは無関係な自律神経の働きで 60 兆
ささやかな幸せを歌ってる
僕らのような名もない星が
もの多細胞を一手に調節し、眠
ささやかな幸せを祈ってる
るときには眠るときの体調が、
働くときには働くときの体
手をつなごう僕と
(指です)
調が準備される。暑い時に汗
追いかけよう夢を
がでる、寝ている時に呼吸する、排せつ
二人なら苦しくなんかないさ
する等当たり前に行われる働きは自律神
経の為せる技です。この自律神経には交
＊繰り返し
感神経と副交感神経があり、この２つの
神経が病気を考える大きなヒントになっ
② 入浴も大事です。免疫アップ入浴法
ています。(｢免疫力を高める生き方食べ方暮
体を温める、血行を良くする、新陣代謝を活発
らし方」より) 笑うことは免疫高めますね。
にする、筋肉の緊張ほぐす。４０度のお湯

<１月にこんなことをしました>
絵手紙講習会

13 日 一時に比べたら参加者が半分くらいに。 さって描かれたものがまるごと館に。気兼ね
まるごと館の野菜生産者にもご協力願って、菜 なく笑ったり話したりが待ち遠しいです。ま
の花やデコポン等提供いただきました。講師の た6 月に文化センターミニギャラリーで、6 月
森本玲子さんはカレイやホタテを持って来て下 ２４日(木)から７月４日(日)展示予定です。
６人になる感じ
オカリナひまわり
です。週を間違
えて来られても
大丈夫です。皆
で一緒にオカリ
ナ演奏できるこ
とを願って、練
習を。
お家におられる方もお家で。
期間は予
18 日 参加される方を 1,3 週と２,４週の２コ
測できませんが、元気でいましょうね。
ースに分けて練習します。今の所それぞれ５，
八幡まるごと館 ２月・３月の予定
休館 ２月 1 日(月)午後、2 月 14 日(日)
＜パソコン教室＞
毎週月曜日 10 時～12 時です
２月１日(月)10 時～12 時

パソコンを持って来て下さい。費用 300 円(コーヒーつき)

＜オカリナクラブ ひまわり＞
２月８日(月)13 時～ 参加費100 円
15 日、22 日
奇数と偶数週に分けました。
今の所、4 月19 日(月)午後から吉井松里公会堂でのオカリナコンサート依頼がきています

<絵手紙講習会>
２月 10 日(水)午後 1 時 30 分～

パステルです。 講師

400 円(コーヒーつき) 次回は３月 10 日(水)
６月２４日(木)～７月４日(日)の予定です。

＜味噌作ります＞

森本玲子さん 参加費

文化センターミニギャラリー展示は

お手伝いをします
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、カメもお持ちください。
<メールをいただきました>
勝寺前でマスク姿の托鉢僧の方々です。右は八 ＜歴史を学ぶ 新八幡の歴史 NO27>
３月 18 日(木)13 時 30 分～ 講師出口修さん
参加費 100 円 月 1 回です
｢街道をゆく、八幡の文化と歴史を訪ねて｣で 幡宮で鬼やらい神事。ありがとうございました。
＜あんなこと・こんなこと＞
＊ 昨年も今年に入ってからも例年当たり前だっ
何度もお世
た恒例行事ができていません。味噌づくりも
＊
方丈記、よく見たら毎回同じことをだら
話いただい
講師の方には依頼していません。筆者が手伝
だらと書いてしまっています。苦労して
た高井輝雄
うだけで。先日コンサートでお世話になった
いますが。読みづらくて申し訳ないで
さんが写真
方からメールをいただきました。まるごと館
す。たより７月号から方丈記を書き始め
を 送っ て下
のことを心配して下さっていました。高井さ
ました。そこで｢社会が揺らぐ時、
自分
さいました。
んからもですが、人のつながりは嬉しいもの
自身に揺るがないものを方丈記の叡智
お 元気 そう
です。それがあるから生きていけるのでは。
から、学ぶこと｣と書きました。それが
な ご様 子で
だから、表ページにも書きましたが閉じこも
方丈記を読み始めるきっかけでした。
良 かっ たで
っておられる方が苦しんでおられないかと気
さて今どうなんだろうと自問自答して
す。左は泰
います。もうちょっと方丈記続きます。 になります。 (うえたに じゅんこ)
２月 25(木)10 時～

