藤子

短歌・俳句で綴る

大井

春雄

御代田 の

土屋

淳

短 歌

人気なき遊具の影やそぞろ寒

足立

勝彦

俳

旅 秋 意石垣築地城下町

沢田

︻御代田風の道俳句会︼

大あくびしている財布そぞろ寒

渡辺美智子

窪田よし子

稲刈機轍をとどめ空青し

秋思濃し十六歳の寝癖髪

湯本

千葉

冬耕の夫の背に見る闘志かな

尾沼せつ子

秋野行くバスひとり降り客はなく

残菊を束ねて隅へ畑仕舞

1 趣味は？
野球・テニス・60年代洋楽ロック・ギ
ター・お絵かき・読書

Profile

尾関 充紗
出身

御代田町地域おこし
協力隊員として平成
29年5月1日 に 着 任。
得意の写真を活かし
「写真によるまちづ
くり」を目指します。
お気に入り写真は以
下の二次元コードか
らSNSをご覧いただ
くとカラーでご覧い
ただけます。

2 おすすめの場所は？
かわいい富士山が見える小諸イン
ター北（浅間サンライン）

3 理想の人は？
おごり高ぶる権力に立ち向かう善良
な人

信州弁
﹃
ず
く
﹄
を英語
に
す
る
と⁝？

#223

四季

﹁短歌の会﹂
と
﹁御代田風の道俳句会﹂
︑
﹁五月俳句会﹂
から寄せられた代表作品です︒

悦子

（普賢寺内）
10月23日 妙見堂

前田

10月18日 七口池

桜井みさを

Man
Watching

愛知県名古屋市

10月のお気に入り写真

目の前をひらりと過ぎる一葉は風の随意で行く先知れず

当期雑詠二字

この夏、
「ふるさとCM大賞NAGANO」
に応募する為のCMを制作してい
たのですが、そのCMの1つが一
次審査を通過し、最終審査会に
進 む こ と が 出 来 ま し た。 今 回、
町からは2つのCMを応募し、他
市町村からもユニークなCMが多
数応募されています。ふるさと
への熱い思いを込めたCMはどれ
も見応えがありますよ！

夕づきて雨となるらし風の立ちコスモス黄にせわしく揺るる

句

ついじ

幸子

満

尾関report

地域お
おこし協
協力隊御
御代田体験記

帰りゆく二人の曾孫小さき手でタッチしてゆく恥じらいながら

ひとけ

しゅう い

わだち

俳句道場︻五月俳句会︼

fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff

4 これからやりたいことは？
数多くの童謡のふるさと信州で愛
犬たちを慈しみながら心豊かに過
ごすこと

5 まちづくりに一言
大きな書店、文具店が欲し
いです。街路灯の位置が
高く、夜道が暗い印象で
す。

御代田町地域おこし協力隊
Facebook/Twitter/instagram
二次元コード
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I want to tell you the stories of several
famous American heroes as the holidays
approach. The first is: The story of John
Henry, The Steel Driving Man.

ジョン・ヘンリーはウエスト・バージニア州
出身の黒人でした。彼は奴隷として生まれ
ましたが、南北戦争の後、自由の身となり
ました。彼は今までで最も強靱な人物のう
ちの一人でした。身長が2m、体重が90kg
でした。彼は若い頃、ハンマー使いになり
ました。ハンマー使いとは、鉄道の軌道を
造るためにハンマーを使って岩に釘で穴を
あける人のことです。ジョン・ヘンリーは
アメリカで最も速くて最も強靱なハンマー
使いでした。人々は、彼のハンマーはとて
も速く動くので雷を起こすと言いました。
ジョン・ヘンリーはチェサピーク＆オハイオ鉄道会社で働
きました。ウエスト・バージニア州にあるビッグ・ベンド山
の工事で、その会社はその山が大きすぎて周囲を回ること
ができないと言いました。会社はジョンと労働者達に山に
穴をあけるように頼みました。ジョン・ヘンリーは8kgの
ハンマーを使って、毎日約6mずつ穴をあけました。多く
の労働者が亡くなりました。［つづく］

仕事で大切にしていることは？

正直で丁寧な仕事をすること
可能な限りお客様とのコミュニケーションを
とること

みぃつけ た

七転八起

いい店

座右の銘は？

ダイニングカフェ

エマーブル

29

浅沼 祐史 さん

当店は︑平成 年にオープンし︑野
菜やお肉など信州産の食材を中心とし
たカジュアルなフランス料理をご提供
しています︒
都内のホテルで修業後︑軽井沢へ移
住し︑町内のホテル︑レストラン︑ブ
ライダル施設で経験を積み︑念願だっ
た自分のお店を開業することができま
し た︒ 地 域 の 皆 さ ま を 中 心 に 観 光 客︑
別荘の方々にお気軽に足を運んでいた
だけるお店を目指しております︒
地元野菜のポタージュ︑信州サーモ
ンの自家製スモーク︑和牛テールの赤
ワイン煮込みなど手間暇かけて仕込ん
でいます︒
ギャラリー風の店内には︑アート作
品が飾られており︑不定期ですが︑ワ
イン会や音楽会などのイベントを開催
しています︒
皆さまのご来店をお待ちしておりま
す︒

す︒町商工会に所属している店舗に限定し︑商品の紹介をするのではなく︑どのような店なのか︑

どのような活動をしているのかを皆さまにご紹介し︑理解していただくものです︒

店舗の宣伝活動のために掲載するものではありません︒

﹁いい店みぃつけた﹂は町内で小売業︑飲食業︑建築業などを営んでいる店を紹介していく企画で

い 店

John Henry was a black man from West
Virginia. He was born a slave but
became a free man after the Civil War.
He was one of the strongest men to have
ever lived. He was 6 7 (2m) and
weighed 200lbs (90kg). As a young
man, he became a steel-driver. A steel
driver uses a hammer to drill spikes into
rocks in order to make a path for railroad
tracks. John Henry was the fastest and
strongest steel driver in America. People
said his hammer moved so fast it created
lightning. John Henry worked for the Chesapeake and
Ohio Railroad Company. At the Big Bend Mountain in
West Virginia, the company said the mountain was too
big to go around. They asked John and the workers to
drill through it. John Henry used an 18lbs (8kg)
hammer and drilled about 20ft (6m) each day. Many
workers died. [To be contined]]

休日が近づいてきたところで、皆さんにいく
つかの有名なアメリカの英雄たちの物語につ
いて伝えようと思います。
「ハンマー使いの男、
ジョン・ヘンリー物語」
から始めましょう。

この仕事をしていてよかったことは？

・店舗所在地 大字塩野482番地107
・設
立 平成29年7月14日
・電
話 0267（27）0827
・Ｆ Ａ Ｘ 0267（27）0827
・Ｈ
Ｐ 軽井沢ナビ で検索
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様々な人たちとの出会いがあり、お付き合い
ができること
これから挑戦したいことは？

挑戦したいこと、やりたいことはたくさんあり
ますが、まずはこのお店を軌道にのせること
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