短歌・俳句の世界

歌

「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。

短

誘われて篭を片手に芹を摘むせゝらぎの音吾につきくる
吉田 倉子

とお

かろうじて冬を越せしや痩せ猫はのんびり眠る日向の土手に
桑原アヤ子

ざら紙のうすき歌集よ「みだれ髪」そこにありたり杳き青春
大池 講子
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これから挑戦したいことは？
花を使ったドア飾りを広めていきたいです

大井 藤子

店舗所在地 大字御代田4108番地948
設立年月日 平成30年10月20日
電
話 （31）6839
Ｆ Ａ Ｘ （31）6839

この仕事をしていてよかったことは？
花の持つパワーを身近に感じ、それを伝えられる
こと

訂正とお詫び

仕事で大切にしていることは？
イメージを膨らませること

（ライカフラワー）

座右の銘は？
「 面倒くさい」の中に実は大切なことがたくさん隠
れている

は

LIKE A FLOWER 渡辺さんに聞きました

FLOWER

27

は

真由美さん

A

【誤】みなの机廻り歩いて二歳児は苺いただき「おいしい」食む

LIKE

渡辺

当店はオーダー式のフラワー
ギフトを作成するお店です。
平成 年に東京から小諸へ移
住 し、 環 境 を 変 え 、 第 ２ の 人 生
を 考 え た と こ ろ、 や は り 東 京 で
も続けていた花の仕事を続けた
いという思いから、平成 年に
御代田町の土地を購入し、自宅
と お 店（ ア ト リ エ）を セ ッ ト で
立ち上げました。
フラワーギフトを作成する際
は、お客様と対話して、よりお
客様のイメージに近いものを作
るよう心がけています。
母の日やクリスマスなどのイ
ベ ン ト に 限 ら ず、 オ ー ダ ー を い
ただければ、お客様に合ったフ
ラワーギフトを制作しますので、
お気軽にお問い合わせください。

「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。
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【正】みなの机廻り歩いて二歳児は苺いただき「おいしい」と食む 大井 藤子

vol.71

当期雑詠二字

みぃつけた

足立
淳
沢田 勝彦
石川 弘美
荻原 和彦
荒木久美子

彼は1845年、71歳のとき肺炎で亡くなりました。それ
が彼の生涯で初めて病気になったときでした。もしア
メリカのオハイオ州、ノバ市を訪れる機会があれば、
皆さんは樹齢180年の木を見ることができます。それ
こそが、ジョニー・アップルシードが植えた現存する
唯一の木です。

安子

いい店

彼はアメリカ中にリンゴの木を育て広めたことで最も
有名です。彼は牧草地や川の土手沿い、小さな庭など
彼の旅するどんな場所にもリンゴの木を植えました。

金沢

He died in 1845 of pneumonia at the age of 71. That
was the first time he had ever been sick in his life. If
you have a chance to visit Nova, Ohio in the U.S, you
can see a 180-year-old tree. It's the last and only tree
left in the USA planted by Johnny Appleseed.

みんな彼のことが大好きでした。アメリカ先住民でさ
え彼を「偉大な精神の持ち主」と呼びました。

湯本
満
若山 芳人

He is most famous for spreading and growing apple
trees all across the U.S.
He'd plant them in meadows, along river banks, small
yards and anywhere he traveled.

句

Everyone loved him, too. Even Native Americans
called him a“Great Spirit”
.

俳

彼は昔キャンプの火の中で焼かれる蚊を見たことがあ
りました。すると、彼は「私は自分自身の安楽のため
に神のお創りになったどんな生き物をも殺す勇気はな
い」と言ってその火を消してしまいました。

アレグロ

He once saw some mosquitos burned in his camp fire,
so he put the fire out saying“I dare not destroy any
of God's creatures for the sake of my own comfort!”

【御代田風の道俳句会】

彼は寒かろうが雨が降ろうが、戸外の夜空のもとで眠
りました。彼は百姓になり、ナッツとベリーだけを食
べて生活しました。彼はあらゆる動物が大好きでした。

快速調に夏到来や国賓来
スクランブル人の行き交う街薄暑
杜の端に雉子の来て鳴く薄暑かな
温泉の露天風呂にも菖蒲かな
護摩供養全山若葉真楽寺

He slept outdoors under the night sky whether cold
or rain. He lived off the land eating only nuts and
berries. He loved all animals.

俳句道場【五月俳句会】

ジョニー・アップルシードのお話

曲っても植田愛しく畦廻る

The story of Johnny Appleseed.

ぶっ か

（ 3月号の続き）

寂聴庵
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今年竹仏果を分かつ京嵯峨野
唐松の濃き下闇の遠近図

Let's try English!

Message FROM
Paul Wellington Harris
（元中学校ALT）

地域おこし協力隊御代田体験記

尾関 Report
5月は龍神の杜公園で開催された
「 第34回 みよた町民 ふれあい広場」
で、鼓響として演奏させていただ
く機会がありました。私にとって
はこれが初めての本番だったので、
演奏中、足が震えてしまいました。
次回皆さんに見て頂けるのは龍神
まつりですので、たくさんの人に
楽しんで頂けるよう、もっと練習
に励みます。楽しみにしていてく
ださいね！

5月のお気に入り写真

#230

寺沢からの景色は

Profile
お

ぜき

み

御代田の宝だと

さ

尾関 充紗

思います！

［出身］

愛知県名古屋市
御代田町地域おこし協力隊
二次元コード
Facebook

Twitter

5月12日 ふれあい広場

instagram

5月16日 塩野

Q1

趣味は？
バードウォッチング

Q2

おすすめのスポットは？
我が家

Q3

理想の人は？
ブッダ

Q4

夢・目標は？
「自分を大切にすること」を地域の文化にしたい。

Q5

まちづくりに一言
自然の美しい長野県に憧れて移住してきましたが、
移住者が地元の人と関われる催しがもっとあれば
いいなと思います。
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