歌

﹁短歌の会﹂と﹁御代田風の道俳句会﹂から寄せられた代表作品です︒

短
吉田 倉子

御代田町の一大イベント
龍神まつりにお出かけください
!!

すがやかに風はみどりに染まりつつまろぶがにゆく青麦のうへ

な つ

桑原アヤ子

桜井みさを

講子

連絡先 土屋節子 ☎32−4756

母逝きて五度目の初夏の風が吹き青葉をゆらしわが胸揺らす

と

大池

昨年から男性が入り、女声三部から、混声四部
合唱になり、歌にも深みと厚みが出てきました。
歌を歌うことは体にも良く、酸素を体に取り入
れながら運動をすると同じぐらい腹筋と背筋を
使うので、健康増進にも良い事です。グループ
の中での交流も一つの楽しみでもあります。
練習は毎週木曜日エコールの大会議室で、午後
8時〜 9時30分までです。自分の歌いたい歌も
歌ったり、歌唱指導の先生が曲の候補を選曲し
てくださり、いろいろな歌が歌えます。
一人でと言わず、友達をお誘いのうえ一度遊び
に来て見てください。もしかしたら、新しい自
分に会えるかもしれません。

風かよふ黄のアカシアの花房はさゆらぐたびに光を散らす

とき

五島 不二

潔

清

歌で健康増進！
御代田コーラス

先月紹介した作品で作者が誤っていました︒お詫びいたします︒

仁王門礎石を囲リ蟻地獄

橋本

短かる桜の季を風邪に臥しせめて食うぶる吉野の葛湯

台本を読み返す間の明易し

日々 忠雄

当期雑詠

蝸牛雨戸に地図を書きて消え

石川 弘美

句

遠くより雨戸操る音明易き

森泉

俳

子育ての極意教へる燕かな

2

短
歌
・
俳
句
で
綴
る
御
代
田
の
四
季

#86

Q1

趣味は？

トールペインティング

Q2

おすすめ
スポットは？

龍神の杜公園・小田井宿

Q3

理想の人は？

主人です♡

Q4

夢・目標は？

毎日の出会いを大切に
そこから学んだ事を次に生か
せる様努力したいです。

Q5

まちづくりに一言

これからも、子どもからお年
寄りの方まで安心して生活
できる町になれば良いな
と思います。

みよた広報 やまゆり（20）

さあ、チャレンジしてみよう
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A Famous Canadian

有名なカナダ人

Canada is a very diverse country. Many people from
カナダは変化に富んだ国です。世界中から多くの人々
all over the world come to live there. We have many
が移り住んでいます。カナダで私たちは日本の文化も
diﬀerent cultures living together, including Japanese
含め、異質の文化と共に暮らしています。カナダには、
people too. There is one Japanese-Canadian who is
皆に知られているデイビッド鈴木という日系カナダ人
known by everyone, and his name is David Suzuki.
がいます。
David Suzuki is a scientist. He studied genetics,
デイビッド鈴木は科学者です。彼は遺伝学を研究して
and did many experiments with fruit ﬂies. But that is
おり、ミバエという蠅の実験を多く行いました。しか
not why he is famous. He is famous for other
しながら、それが彼を有名にしたのではありません。
reasons. He has a popular TV show about science
別の理由で有名になりました。彼は科学と自然に関す
and nature. He is also Canada's most famous
るテレビの人気番組を担当しています。カナダで一番
environmentalist.
有名な環境学者でもあるのです。
Canadians like me grew up watching his TV show.
私のようなカナダ人は彼のテレビ番組を見て育ちまし
Recently, I began reading his books. He has written
た。最近、私は彼の本を読み始めています。彼は、雑
many articles for magazines and newspapers. The
誌や新聞に多くの記事を載せていますが、それらの記
articles are almost always about the relationship
事は殆ど人間と自然との関係についてです。そうした
between humans and nature. Because of his
記事のお陰で、人々は環境問題について知るようにな
articles, many people know about environmental
りました。彼は、どうして問題が起こったかというこ
problems. He helps people understand why the
とを人々が理解する手助けをします。そして、問題の
problems happen. He shows some solutions to the
解決を導きます。
problems.
カナダは大きい国で多くの自然がありますが、問題も
Even though Canada is a big country and we have
たくさん抱えています。多量の魚を捕るので、魚は減
lots of nature, we also have many problems. We
る一方です。たくさんの木を伐採するので、森は簡単
catch too many ﬁsh, and the ﬁsh can't recover. We
には元に戻りません。あまりに多くを汚染し、多くの
cut too many trees, and the forest can't grow back
動物たちが死にます。北極熊は、彼らの生活の基盤で
easily. We pollute too much, and many animals die.
ある氷が溶け続けているために死にかけています。私
Polar bears are dying because the ice they live on
たちが自然を深く理解していないせいで自然への良い
is melting. He says the problems happen because
関係がないために問題が起きたのだ、と彼は言ってい
we don't have a good relationship to nature,
ます。
because we don't understand nature deeply.
木を見て、紙や建物に使う材木を連想する人がいます。
Some people look at a tree, and they see paper, or
資材だと考えているのです。恐らく、木はお金に見え
wood for building. They see a resource. Maybe they
るのです。でも、自然を理解している人々は違う見方
see money. But someone who understands nature
をします。彼らは、木々を動物の住むところと考え、
sees something different. They see a home for
空気清浄をしてくれるものだと考えます。健康的な環
animals. They see an air cleaner. They see a
境システムを自然の中に見るのです。木は非常に多く
healthy ecosystem. They see the tree is connected
のことと連携していると考えます。これらのことは人
to many, many things. These are also very important
間の生活にとってもとても大切です。デイビッド鈴木
for human life. David Suzuki tries to show us why
は、何故私たちに健康的な環境が必要なのかを教えよ
we need a healthy environment. Of course, we
うとしています。もちろん木材も、必要です。デイ
need wood too. However, David Suzuki thinks we
ビッド鈴木は、我々が地球を壊さないよう心を配らな
must be careful not to damage the Earth.
ければならないと考えているのです。
As a Canadian, I am very proud of David Suzuki. I
カナダ人として、私はデイビッド鈴木をとても誇りに
think we need more information on environmental
思っています。環境問題に関わる情報、特
problems, especially from scientists.
に科学者たちからの情報がもっと必要だと
Canada has David Suzuki, America had
私は考えています。カナダにはデイビッド鈴
Rachel Carson, and India has Vandana
木がおり、アメリカにはレイチェル・カーソ
Shiva.
ン、インドにはヴァンダナ・シヴァがいます。
I am very interested in Japan's
私は、日本の環境問題にもとても興味を
environmental problems too. I want to
もっています。もっと知りたいのです。日
learn more. Does Japan have any
本には私たちに環境について教えてくれる
famous scientists that teach people
名のある科学者はいるのでしょうか？
about the environment?
デイビット鈴木氏
（21）みよた広報 やまゆり

