短歌・俳句で綴る

御代田 の

短 歌

俳 句

靖子

さ
ま

藤子

前田 悦子

大井
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図書館ボランティア
「フレンズ」は、エコールみよた
のフレンドリー図書館を主な活動の場とし、現在55
名の会員が登録しています。
「フレンズ」は、①装備補修・館内整理②福祉③館内装
飾④おはなし⑤イベントの企画実施⑥フロアサポー
ト⑦ブックスタートの7つのグループがあります。
さらに、活動できる日時および内容の違いによって、
館内装飾は昼・夜の2グループ、おはなしは木曜日、
土曜日、昔がたりのグループがあります。
おはなしのグループでは、図書館で定期的に開催し
ているおはなし会で、絵本の読み聞かせを行ったり、
月1回の勉強会を行っています。
年1回行っている視察研修では、他の図書館でのボ
ランティアの活動状況などを学びながら、会員同士
の交流も深めています。
これからも皆さまの身近な図書館であり続けるよう、
協力して活動していきたいと思います。

上田信金
は
周
年を迎
えます

フレンズ

四季

松浦

勝彦

Man
Watching
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図書館ボランティア

﹁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︒

澤田

広窓に夕日とどめて衣を縫ふ老女の背に茜が遊ぶ

軒氷柱先ず光り合ふ夜明けかな

小林阿ぐり

吉田 倉子

天に昴かたくりの花地に咲いて

政司

ボランティア
グループ編

ひらひらと舞へる風花目に追へば散りつつ消ゆる地まで届かず

紺碧の空切り刻む冬欅

石川

弘美

あ

鳥雲に北国はまだ海あかず

石川

燿衣

新燃岳噴火はやく鎮まれと同じ火山の浅間山に願ふ

かたくりの花守る人の小昼かな

神谷

当期雑詠

冬の虹風にほどけて光りけり

fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff

90

1 趣味は？
バレーボール・K-POPを聴くこと

2 おすすめスポットは？
B&G海洋センター

3 理想の人は？
誠実な人

!!

4 夢・目標は？
エジプト旅行

5 まちづくりに一言
ごみはごみ箱へ。ポイ捨ての無
いきれいな町に。
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Because of T.V., movies, and bad history

テレビや、映画、そしてよくない歴史の本のせいで、

books, I didnʼt believe it when it my father said,

僕は父に「最初のカウボーイは黒人だったんだよ。
」

“The ﬁrst cowboys were black.” “Bwahaha!” I

と聞かされたとき「ワハハハ！」と笑いましたが信

laughed, but then went to the library to check it.

じられなくて、図書館に行って調べました。中学

It was good timing because I had to do a video

の社会の授業でビデオプロジェクトもあったので

project for my social studies class in junior high.

タイミング的にはピッタリでした。僕が友だちに

When I told my friend, “Letʼs do our video about

「ねえ、僕たちのビデオプロジェクトは初めての黒

black Cowboys”, he laughed, too. No one in

人のカウボーイについてやろうよ」と言ったら友だ

my class or my town knew about black

ちも笑いました。クラスや街の誰も黒人のカウボー

cowboys!

イなんて信じませんでした。

My friend and I learned that

友達と僕は西部では南部より

many black people enjoyed

もずっと自由を楽しんでいた

more freedom in the “Wild

多くの黒人がいたことを学び

West” than they did in the

ました。それはとても面白そ

south. It was interesting, so

うだったので、僕たちは南北

we decided to make a

戦争後に自由になった黒人が

“western movie” about two

自由を得た後に西部に行って

slaves being freed after the

カウボーイになる
「西部映画」

Civil War and moving to the

を作ることに決めました。僕

west to become cowboys.

の役は「ナット・ラブ」でした。

My character was Nat Love.

ナット・ラブというのはアメ

Nat Love is one the most

リカの歴史の中で最も有名な

famous Black Cowboys in

黒人のカウボーイの一人です。

American history. He was

彼はとても乗馬が上手で、射

an excellent horseback rider

撃の名手でした。彼は野生馬

and a sharpshooter.

の乗馬と投げ縄の名手でした。

He

was famous for riding and

サウスダコタ州のデッドウッ

lassoing wild stallions.

A

ド市でカウボーイのコンテス

contest for cowboys was

トがありました。それぞれの

h e l d i n D e a d w o o d c i t y,

カウボーイが投げ縄を投げ、

South Dakota.

手綱をつけて野生の種馬にど

Each

cowboy had to lasso, throw, bridle and saddle a

れだけ早く乗るかを競うものでした。そして射撃

wild stallion as fast as they could. There was

のコンテストもありました。 ナット・ラブが一番

also a shooting contest. Nat Love was the best

になりました。コンテストが終了した後、みんな

in the contest. After he won the contest people

が彼を「デッドウッド・ディック」と呼びました。彼

called him, “Deadwood Dick.”

は本当に男らしく、本当のカウボーイでした。先

He was truly a

great man and a real cowboy. Last month was

月（2月）はアメリカでは「黒人の歴史の月」でした。

black history month in the U.S.A. Itʼs a good

大切な黒人の歴史を学ぶには良いチャンスです。

chance learn and remember important black

また、若い人たちにそういうことを教えるのも大

Americans in history.

切です、なぜなら、テレビや映画や歴史の本です

Itʼs also important to

teach the younger children because T.V.,
movies, and even history books will not!
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ら教えてくれはしないのですから。

