悦子

桜井みさを

当期雑詠二字

短歌・俳句の世界

葉がくれの梅の実黄に色づきて
明日は落つるかまろまろとあり

前田

藤子

句

「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。

ためらいて一歩踏み出し笑顔見す
さき
曾孫の人生幸くありませ

大井

霧海

歌

姪が来て遠き日のこと語りあい
若さが少しもどる気がする

大高

淳

短

無言館蜩しぐれ非戦説き

足立

勝彦

俳

立秋や作句妙手に晴れの賞

沢田

【御代田風の道俳句会】

生垣を通り抜ける子夏休み
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Profile
お

ぜき

み

若者が住みやすい

さ

尾関 充紗

町づくりへ

［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

雅幸さん
涼子さん
Twitter

instagram

この仕事をしていてよかったことは？
たくさんのステキなお客様に出会えたこと。そしてその
お客さまを通して自分を見つめ直すことができたこと
これから挑戦したいことは？
テイクアウト専門店を出すこと

石川

湯本みつる

7月25日と8月3日の2回にわた
り、「移住者交流会」を開催しま
した。おにかけうどんや流しそう
めん、窯焼きピザを参加者と一緒
に作り、みよたかるたを楽しむな
ど、合わせて60名近くの参加者と
交流することができました。そし
て今回の交流会は参加者の皆さま
にたくさんのご協力を頂きました。
本当にありがとうございました。
さて、9月からは協力隊が私を含め
3名となります。どんな活動になる
でしょうか…。ご期待ください！

仕事で大切にしていることは？
皆さんに平等に、変わらず、丁寧に

https://suzumecafe.
jimdo.com/

蜩や児等は家路へ散り散りに

武谷美智子

尾関 Report

座右の銘は？
日々是前進
今日より明日、少しでも向上できるよう努力すること

HP

荒木久美子

居待月碧眼の猫甘噛みす

伸一

地域おこし協力隊御代田体験記

すずめカフェさんに聞きました

店舗所在地 馬瀬口1488番地1
設立年月日 平成26年4月1日
電話・FAX （32）1488

摩訶般若亡師迎えし盆踊

霧集め一葉の滴大河へと

柳沢

俳句道場【五月俳句会】

杜を往き海岸ふたり賢治の忌

芳人

すずめカフェ

平成 年にオープンし、 年
目を迎えることができました。
「 す ず め カ フ ェ」の 名 前 の 由
来は、どの世代のお客様にも覚
えやすい名前にしたかったとい
う こ と と、 土 地 の 住 所 に「 す ず
め」が 付 く こ と な ど、 ま た オ ー
ナーのお世話になった会社が鳥
の社章が多く、大きい会社だっ
た こ と な ど か ら、 あ や か っ て 名
前を付けました。
店内には靴を脱いで入ってい
ただくため、小さなお子さまも
ゆ っ く り で き ま す。 で き る だ け
のんびりしていただきたいので、
全席ソファにしています。
浅間山を見ながら、毎日手作
りのレモンシフォンケーキやプ
リン、卵や牛乳を使わないパン
ケーキをぜひお召し上がりくだ
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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築地なく緑も無き身の居待月

ネイソン・ジョン・クリンチと申します、御代田中学校の新
しいALTです。
合わせて9年間以上日本に住み、今35歳です。神奈川県の暑
さの中でしばらく働いていたので、浅間山のふもとに戻って 来
られて良かったと思います。御代田で働くのは初めてですが、
この地域が初めてというわけではありません。軽井沢で3年間、
その後佐久市で3年間働いてたことがあるので。今は軽井沢に
住んでいます。誕生日は2月10日です。子年生まれのみずがめ
座で、血液型はOです。イギリス出身です。私はイギリスの南
西のドーセット州の小さい町、ウェイマス町で育ちました。
人生の多くを海から10分の家で過ごしてきたので、この海
から遠く離れた場所御代田にいることが不思議な気持ちです。
2008年にオックスフォード・ブルックス大学を卒業しました。
私はたくさん趣味を持っています、正直言うと持ちすぎだと思
います。
いろいろしたいことがあるのにそれをする時間がない! 私の
趣味は、水泳や読書や日本語の勉強、絵を画く、文章を書くこ
と、きれい景色を訪ねること、それと森の中で忍者の練習する
こと(なんてね)。映画を見ることも好きです、特にジブリやそ
ういう系の作品。音楽も好き、たくさんの種類が好きなので伝
えきれません。もっともっと私を知ってもらうためにまだまだ
話すことが ありますが、今ここで話したら会ったときに話すこ
とがなくなってしまうのでこの辺にしておきます。
だから御代田や軽井沢あたりで僕を見かけたら「Hello!」と
気軽に声を掛けて、おしゃべりしようよ! 皆さまの英語能力が
上達して、これからの‘Let’s try English’を楽しめるように
なって欲しいです。よろしくお願いします。

みぃつけた

内堀 隆久

いい店

ひぐらし

My name is Nathan John Clinch, I am the new Assistant
English Teacher (ALT) at Miyota Junior High School.
I have lived in Japan for altogether just over 9 years, I’m
35 years old. It feels good to be back under Mt. Asama after
working in the heat of Kanagawa prefecture. This is my first
time to work in Miyota but I am no stranger to the area. I
worked in Karuizawa for 3 years and Saku city for another
3 years. I am currently living in Karuizawa. My birthday is
February 10th. I was born in the year of the mouse, my blood
type is O and my star sign is Aquarius. I am from the United
Kingdom. I grew up in Weymouth, a small town in the southwest county of Dorset.
I lived 10 minutes from the sea for most of my life, it feels
strange to be so far from the sea. I graduated from Oxford
Brookes University in 2008. I have many interests, too many
to be honest. I don’t have time to do all the things I want to!
My interests include swimming, reading, studying Japanese,
drawing, writing, visiting sites of natural beauty and ninja
training in the forest (I’m just joking... or am I?). I also like
watching films, I especially like Ghibli animations and other
similar works. I like music too, I have an eclectic taste which
is hard to summarize.
There is much more to know about me, but if I tell you
everything I won’t have anything to talk to you about.
So, if you see me around Miyota or Karuizawa, please say
‘Hello’ and let’s chat! I hope I can help you with English
and that you will enjoy my future articles.
Thank you
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蜩 はいつも遠くのやうに鳴く

Let's try English!

Message FROM
Nathan John Clinch
（中学校ALT）

8月5日

移住者交流会

Q1

趣味は？
車

Q2

おすすめのスポットは？
パッキア（レストラン）

Q3

理想の人は？
魔裟斗

Q4

夢・目標は？
STANCENATIONに自分の車を出すこと

Q5

まちづくりに一言
若者が住みやすく若者に優しい町をつくってほし
いです。
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