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・・・ひとことコラム・・・

姑になりました
丸山静江

姑になって 5 年。孫の誕生をきっかけに同居して 4 年。互いに気を遣いあっての日々から、今
は自然体で暮らしています。料理の仕方・味付け・掃除の仕方等を聞かれた時に、好い加減にし
てきた事なので困りました。家風を覚えようと色々姑に聞いた時に、嫌な顔をされたことが思い
出されました。
縁があって家族になった嫁を大事にしたいと思います。息子が好き、息子を好きと言う二人に、
これ以上望むことはありません。姑は漬物の重石と俗に言われています。負担をかけたくないです。
サラリーマンの家から自営業の家に嫁いで、暮らしのリズム・家風が違うことを体験しました。
私以外は当たり前のことなので、誰も説明はしてくれません。自然に覚えました。
別居が主流なのに同居を選んでくれた息子夫婦に感謝します。一緒に暮らすことにより、情が
移り家族になれました。娘の子（外孫）より、内孫がとっても可愛いです。昨年３歳の内孫を連
れて一泊の二人旅に行きました。横浜のアンパンマンミュウジアムと上野動物園。目をらんらん
と輝かせて喜ぶ姿に至福のひと時。嫁が私に預けてくれたことに感謝。来年は下の孫を連れて、
同じコースを行きたいと思っています。

運営委員会で話し合われたこと
日

時

平成２５年９月４日（水）（AM9：30～11：30）

場

所

男女共同参画センター

やっと活動しやすい季節がきました。秋の恵みとともにたくさんの感動を味
わいながら過ごせたらいいですね o(＾-＾)o
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次回の運営委員会は、10 月 2 日（水）9:30～男女共同参画センターです。ど
なたでもおいで下さい。

１．
１．

男女共同参画推進フォーラム参加報告

８月２２日、２３日、２４日埼玉県にある国立女性教育会館（ヌエック）で開かれた上記
フォーラムへは、最終日の２４日に三条市のバスが運行されました。運営委員からは、西方･米
田･早川･野崎の４名が参加して、有意義な１日を過ごしてきました。参加報告を 4 ページに載
せましたのでお読みください。

２．

出前講座について

１０月１２日(土)に行う出前講座「女と男のクロスロードゲーム」の終了後、近くのお店
「朱夏」にて懇親会を行います。きっとゲラゲラ笑った後のお食事は、最高に美味しいことと
思います。出前講座は、無料、懇親会は、実費負担となりますが、最近笑うことが少なくなっ
たと感じている皆様、是非ご参加くださいませ～！6 ページの詳細をご覧ください。

３．

ネットワーク三条代表者会議（9/3）について

男女共同参画センター移設説明のため、上記会議が開かれました。
素案として「ものづくり拠点施設」
「青少年育成センター」とともに「男女共同参画センター」
が、南小学校へ移転する予定なのだそうです。
今まで男女共同参画センターが、仮住まいで鍵のかけっぱなしの部屋だったので、この移設
を期に、誰もが利用しやすい本来の機能をもったセンターとなるようネットワーク三条全員で
嘉代市民窓口課課長へお願いしました。

４．

燕三条エフエム放送（ラジオは～と 76.8MHz）“ワイワイ女性ひろば”

●本放送

毎週木曜日

11:３0～1２:０0

●再放送

毎週水曜日

19:30～20:00

９月のテーマ「秋のまんなかイベント」
①本寺小路あかり物語

③三条路地コン

②さんじょうバル街

④あかりコンサート

メンバー：
鈴木

英徳（三条商工会議所青年部ナイトスタイル創造委員会委員長）

木歩士康弘（三条商工会議所青年部

事務局）

野崎ミチコ
田辺とも子
今月は、三条商工会議所青年部のお二人をゲストにおしゃべりしました。
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９月２０日から２８日まで本寺小路周辺を舞台に多彩なイベントが開催されます。
２０日は本寺小路周辺に行灯がともされ、２１日は三条バル街、２３日は三条路地コ
ン、２８日はあかりコンサート。その間三条東別院の本堂がライトアップされ、９月
のお月見にふさわしい幻想的な雰囲気を味わうことができます。いまや三条の祭りと
して定着した、老若男女が楽しめる各イベントにどうぞお出かけください。最終日の
あかりコンサートのテーマは、
「華やかな歌声！魔法にかかるしあわせなひととき」
問い合わせ先は、三条商工会議所 TEL３２－１３１１
４月から６ヶ月間担当した番組が９月でひとまず終了です。ご協力いただいた皆様、
お聴きくださった皆様ありがとうございました。１０月からは燕生活学校さんの担当
となります。引き続きよろしくお願いいたします。(田辺)

５．

映画「じんじん」準備委員会について

8 月７日中央公民館で、立ち上げ準備会が開かれました。
新たに「かるがも」さんが加わり７団体となりましたが、どんな方法で進めていったら良いのか
経験豊富なおやこ劇場の兼古さんを含め４名で煮詰めてから再度会議を持つこととなりました。
この映画を上映することの意味として、①地域の活性化 ②子育て の観点があげられています。

６．

その他

西方さんから、助産師会のイベントの紹介がありました。6 ページに詳細を載せましたの
でお寄りください。
また、“ワイワイ女性ひろば”の打ち上げを、少し早い忘年会と一緒に計画しました。日時は、
１１月２２日(金)場所は、三条ロイヤルホテルです。
“ワイ女”では語りきれなかったこと、もっともっと話したいこと、もう今年１年を振りかえ
ちゃうぞ~、あんなこんなで皆様のご参加をお待ちしています。今から予定に入れておいてくださ
いますようお願いいたします。

ちょこっと能楽話
「石 橋」

第８回

川瀬弓子

今回は「石橋」をご紹介します。
「ブリジストン」ではありません。「しゃっきょう」と読みます。
所は唐の国清涼山、時は夏。大江定基は出家し寂昭法師となり唐に渡り彼の地此の地の仏
跡を巡歴した後清涼山に至り石橋のほとりに着きました。ワキ方が演じます。
しばらくたたずんでいると木樵の姿をした童子（ツレ）が登場します。法師が石橋につい
て尋ねたところ、対岸は文殊菩薩の浄土であると教えます。法師は喜び渡ろうとしますが、
童子は渡るのは大変危険である、幅一尺未満、長さ三丈、表面は苔に覆われ滑りやすく、下
-3-

は千仞の谷底である、しかし暫く待てば奇跡がおこるであろう、と言い残して消えます。す
ると目も眩まんばかりに咲き競いたる牡丹の花をかきわけて文殊菩薩の使者である霊獣獅
子（シテ）が現れ、花に戯れつつ勇壮にして絢爛たる獅子舞を舞い、法師を浄土にいざなっ
たという物語です。
この曲の前段はワキとツレのみ、二人の問答で進みます。シテは後段にしか登場せず台詞
はなく勇壮絢爛たる獅子舞のみです。いつもとは異なる運びが神秘的な雰囲気をかもしだし
ます。
7 月 20 日水道橋能楽堂にて観てきました。三男がツレをさせていただきました。普通は
年間番組表にツレ役は名前がのりませんが石橋ではのっていましたので意味があるのかと
思っていきましたら、やっぱり意味がありました。おおむねツレは台詞も少なく動きもあま
りありません。石橋ではシテと見まごうほどの台詞の分量です。後段のシテに台詞がないこ
とを考えると異例です。これには、前後別人が演ずることで中入りから直にシテの登場を待
つ形をとり緊迫感を持続させるという演出があるようです。同一人が演ずると中入りの間装
束を替える時間が必要となるからです。
よって石橋のツレは、若手能楽師のヒラキ（登竜門）と言われているそうです。
後段の獅子舞もシテのヒラキと言われています。何故か、は次回でご説明します。
おまけです。
能楽鑑賞初体験の私の弟（60 歳）の感想は「木樵の子、っていうからみすぼらしい格好
かと思ったら違っていた」同じく初体験、但し幼児のため禁入場ロビーでのテレビ鑑賞とな
った 2 歳の甥空ちゃんの感想は「
（ただ今戦隊ものにはまっている）ワルモノだーワルモノ
だ－」でした。
その通りです。装束については「黒頭をつけ、童子の面をかける。縫箔を着附に着、上に
水衣を着て、腰帯をしめる（持ち物、扇）
」とあります。
黒頭とは、ぼうぼうとしたおかっぱ頭で後ろ髪は背中まで、まさにワルモノっぽいです。
しかし面は童子です。このアンバランスが神秘的です。縫箔とは金糸銀糸のあでやかな着物
ですが水衣を上につけるのでちょっとしか見えません。水衣は作業着を表わし色は地味です。
浅黄色、萌葱色などです。が、とても上品なものです。さすが能装束であります。
次回をお楽しみに。

【平成２５年度 男女共同参画推進フォーラム参加報告】
～女性の活動で日本を元気に～
西方

久子

三条市募集の「ＮＷＥＣフォーラム」に今年で６回目の参加です。例年８月最終の金
曜日～日曜日の３日間開催でしたが、今年は２２日（木）～２４日（土）で、最終日土
曜日の参加となった。
６時集合・出発で朝早くて主婦には厳しい時間ですが、募集１０名の予定が１６名（女
性１４名、男性２名）の参加で、大型マイクロバスに変更、乗り心地抜群で楽しいコミ
ュニケーションの場となり、あっという間の車中６時間。
今年は午前「ワークショップ（１０Ｇ）
」で、午後は今年初の試み「女性リーダーらん
ざん会議」でした。
ワークショップは「ＮＰＯ法人参画プランニング・いわて」の『大切なわたし、大切なあ
なた～大学生が伝えるデートＤＶ予防啓発～』に参加した。大学生がロールプレイをして
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予防啓発を行うプロジェクトの取り組みや活動内容の報告であった。最近の若者に多いデー
トＤＶの現状について、暴力の種類にメールなどの暴力が問題視された。
内容

①「ＤＶ」って何だろう？
②デートＤＶをチェックしてみよう！
③身近な暴力に気づこう！

まとめとして、
「暴力は、みんなの心や体を傷つける！ どんな暴力も絶対に許されません。
そして、見逃してはいけません」の言葉で終了した。
しかし、スマフォやパソコンをうまく使いこなせず、メールが苦手でラインを知らない私
は、若者への指導はできないことを痛感した。
私にはワークブックの裏表紙にあるこの文章がとても印象に残った。
みんなそれぞれで美しい
私はわたしらしく

あなたはあなたらしく

みんな自分らしく

それがいちばんたいせつなこと

午後の「女性リーダーらんざん会議」では、
大学

東京家政学院大学

企業

㏍ ハウス オブ ローゼ

行政

宝塚市長

ＮＰＯ法人

学長

天野正子さん
取締役

生越多恵子さん

中川智子さん

地域生活支援ネットワークサロン

理事

日置真世さん

の自己紹介と女性リーダーのあり方などを自由に語り合う場であった。若々しく素晴ら
しい経歴の自己紹介でみなさんが時間オーバー、４人の強烈なパワーに圧倒された。
私にとって「ＮＷＥＣ」は、明日からの生きる元気を与えてくれる大切な場所である。
毎年参加すると、７０歳まで仕事ができて、長生きできるかな？！

◆４つのお知らせ
以前お知らせしましたが、講師の先生の演題名が変更になりましたので
再度のお知らせです。
第３回日本認知症予防学会学術集会

市民公開講座

「認知症予防のできるまちづくりをめざして」
★日時

９月２９日(日)13：30～16：00(申込不要･参加無料)

★会場

朱鷺メッセ

★講師

北村

新潟コンベンションセンター

伸(日本医科大学

武蔵小杉病院

２階

メインホール

教授)

「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」
浦上克哉（鳥取大学

医学部保健学科

生体制御学講座

「認知症予防のできるまちづくりをめざして」
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教授）

「いいお産の日」イベント in 県央
県央地域で活躍している助産師が、お産･子育てに関する催し物
（妊婦体操・子育て相談や計測など）を行います。
お気軽に遊びに来てください。
★日 時
★会 場
★問合せ

１０月６日(日)10：00～16：00
燕青空即売店の会場内
(燕市物流センター１番１５号)
新潟県助産師会
（025-267-9772 燕三条地区担当

西方）

とっても楽しい「出前講座」公開講座です～
★日

時

１０月１２日(土)15：00～17：00(申込不要･参加無料)

★会

場

三条東公民館

★テーマ

女と男のクロスロードゲーム～Yes

★講

立松有美さん（Assistation 代表）

師

★問合せ

or

No あなたはどっち？～

野崎(TEL 080-1042-9788)

公開講座なので、会員でなくてもＯＫ！
講座終了後、朱夏で懇親会(実費)もあります～(＾O＾)/

国際ソロプチミスト新潟－茜
2013 チャリティーコンサート レスパス弦楽四重奏団
生の演奏会が減り、ネットで気軽に聴ける音楽が増える中、手の届く
空間で直に演奏を楽しんで欲しい。一人ではなく皆でひとつの音楽を作
る楽しさを感じて欲しいと結成されました。
ヴァイオリン
ヴィオラ

鍵冨弦太郎
奈須田 弦

ヴァイオリン
チェロ

小形
湯原

響
拓哉

★日 時

１０月１６日(水)19：00～（18：30 開場）

★会 場

三条市中央公民館

大ホール

★チケット 全席自由 2,500 円
★チケット取扱い 三条市中央公民館（TEL32-4811）
はりやま楽器(TEL32-6117)
北越楽器三条店(TEL34-3959)
★お問い合わせ先 きものぎゃらりーまつなが（TEL32-0101）

編集後記：
農家に嫁いで 30 年？に
なりますが、膝までぬか
る、手刈りでの稲刈りは
初めての経験でした。猫
の手もなんとかで、一家
総出・親戚その他、大勢
の手はほんとにありが
たく、腰の痛みも飛んで
いってほしかたのです
が、年には勝てません！
体中の痛みに打ちのめ
されました。それ故に鮮
度一番が遅くなりまし
たこと、深くお詫び申し
上げます。今号も内容て
んこもりです。どうぞ隅
から隅までお読みくだ
さい。(原)

編集発行：三条女性会議・代表 野崎ミチコ
連絡先：三条市田島 2 丁目 12－12 ℡ 32－3667
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.joseikaigi.net
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FAX 32－3679

