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(^_^新春！カラオケ大会♪
～ 今月の1枚 ～

寒さに打ち勝て、風邪も追い出そう！
１月のレ クリエーション は、新春！カ
ラオケ大会を開催いたしました。
2階 多目 的ホ ー ルは ライ ブ会 場の よう
な雰囲気に 。みなさん気持 良く歌われて
いました♪ 人気が高いのは 千昌夫の「北
国の春」や 美空ひばりの「 悲しい酒」な
ど。ラッパ ーズ太田の入居 者様は年代が

１月1日から3日まで、様々な

幅広いため、選曲も様々です。

おせち料理を提供いたしまし
た。1 日の昼食は、お赤飯、

会の最後 には誰もが知っ ている童謡を

う です。カラオ ケは腹筋や心肺 機能のト

みんなで歌 い、「仰げば尊 し」で締めく

レ ーニングにも なり、また心を リラック

く り ま し た 。

ス させる効果も あります。気分 も若返り

鮭の親子煮、数の子、雪見紅
梅など…。お正月の雰囲気いっ

「 思 い っき り 歌

ま すし、たくさ んの人に聴いて もらえる

ぱいです。

え て 気 分良 か っ
た ！ 」 と楽 し ん
で い た だけ た よ

と張合いもありますね。
また次回の開催をお楽し
みに！（O.M）

節分～季節は冬から春へ

し かし 鬼は もと もと 人間 が作 り上 げ

きし たと ころ 、あ ちこ ち で追 い出 さ

た もの 。人 間に とっ て避 けた いも の

れた 鬼た ちが 喜ん で集 ま り、 賑や か

「鬼 は外 、福 は内 ！」 豆を 投げ 、

な） 」と 呼び 、季 節の 変わ り目 に生

を 形に して 現し た存 在に すぎ ない の

に過 ごし た… とい うお 話 があ りま し

恵 方巻 を食 べる 。節 分の 行事 を行 う

じや すい 邪気 （邪 鬼） を追 い払 うた

です。

たね。

家 庭は 今で も多 いよ うで す。 私も 幼

めに 行い ます 。お 決ま りの 「鬼 は外、

い 頃、 鬼の お面 をか ぶっ た父 や兄 に

鬼を 、一 年の 厄を 祓っ てく れる 良

時 とと もに 、ま た、 地 域に よっ て

福は 内！ 」の 掛け 声で すが 、浅 草の

い 存在 とし 、豆 は退 治す るた めで は

自由 な発 想で 伝承 され て きた から こ

豆 を投 げた 楽し い思 い出 があ りま す。 浅草 寺で は観 音様 の前 に鬼 はい ない

な くお 供え もの とし て捧 げる …と 考

そ、 現代 にも 根付 いた 日 本の 伝統 行

ということから、「千秋万歳福は内！」

え る地 域も ある よう です 。ま た、 群

事となったのでしょう。

と言うそうです。

馬 県藤 岡市 鬼石 地区 では 節分 で追 い

普 段は 息子 に鬼 の役 を やっ ても ら

現在 は立 春の 前日 を節 分と 言い ま
す が、 元々 は「 季節 の分 かれ 目」 の
意 味で 、立 春・ 立夏 ・立 秋・ 立冬 の

疫 病や 災い 、そ れら 目に 見え ない

出 され た鬼 たち を歓 迎し て迎 え入 れ

うの です が、 年男 でも あ るの で… 今

そ れぞ れの 前日 をさ して いま した 。

もの を具 現化 する ため に昔 の人 々は

る 「鬼 恋節 分祭 」と いう 行事 もあ り

年は 鬼の 面を 自分 につ け て、 自分 の

旧 暦で は立 春の 頃が 一年 の始 めと 言

「邪 鬼」 とい う存 在を 作り 上げ たの

ま す。 他に も、 鬼を 祀っ てあ るお 寺

中 の避 ける べき

わ れれ てい たの で、 前日 は今 の大 晦

です が、 その 邪鬼 を追 い払 う人 間は

や 苗字 に鬼 のつ く家 など では 、「 鬼

も の、 忌み 嫌う

日 と同 じよ うに 重要 視さ れ、 特に 立

威嚇の意味も込め、「角の生えた面」

は 外！ 」で はな く、 「鬼 も内 ！」 と

も のを 追い 出せ

春 の前 日を 節分 とい うよ うに なっ た

をつ けて 追儺 を行 って いた そう です。 な るよ うで す。 おな じみ の日 本昔 話

るように向き合っ

そうです。

豆を 投げ 、追 い払 う側 の人 間が 鬼の

て みよ うと 思い

節分 に豆 をま くの は「 追儺 （つ い

で も、 一人 ぼっ ちで 寂し いお じい さ

容貌 だっ たと は、 不思 議な お話 です。 ん が、 「鬼 は内 、福 は外 ！」 と豆 ま

マイベスト～私の○○～！
私の心休 まる場 所を紹 介し
ま す。長野 県小布 施市に あり
ま す「岩松 院」と いうお 寺に、
私 は毎年訪 れてい ます。 文明
4年 （ 1472） に 開基 し た曹 洞
宗 のお寺で 葛飾北 斎や俳 人小
林 一茶ゆか りの古 寺でも あり、
本 堂の天井 には、 葛飾北 斎晩
年 の大作「 大鳳凰 図」が 描か
れ てい
ま す。
畳 21枚
分 もの
大 きさ
で 、1 6
0 年 以

上を 経た今で も失わ れな い鮮
やか な色彩は とても 素晴 らし
く迫 力満点で す。ま た、 かく
し絵 として北 斎が生 涯愛 した
富士 山が描か れてお り、 私は
毎年 本堂の畳 に寝な がら 富士
山を 探すので すが、 不思 議と
毎年 違った見 え方が しま す。
その 年、その 時の自 分の あり
方に よって変 わって くる ので
しょ うか…。 そんな とこ ろも
また 、毎年訪 れたく なる 魅力
の一 つだと思 います 。ぜ ひ一
度、 岩松院を 訪れて 、こ の天
井画 を見てみ てくだ さい ！
（Y.S）

ます。

スタッフより一言
趣味であるスキューバーダイビ
私は、群馬 に移住して ２年にな りま
す 。昨年の春 、家の周り も全然何 があ
る か解らず愛 犬の蓮君を 連れて散 歩を
し ていた時で す。歌にも ある「菜 の花
畑 に～♪」の 風景が目の 前に広が りま
した。
初めて見る 一面の菜の 花畑。我 が家
の 近くの河川 敷です。ぜ ひ、春に なり
ま した ら、 体で 春
を 満喫 して みて 下
さ い。 心ま で癒 さ
れ るこ と間 違い な
し です 。
（A.T）

ング。透明なブルーの海の中は雑
音は全くなく、聞こえるのは自分
の呼吸音のみ。無重力の浮遊感も
感じる事ができ、とても心地良い
空間です。目の前を沢山の魚が横
切り、不思議な生物とも出会えま
す。日常では経験できない時間を
過ごせるダイビング、これからも
続けていきたいです。

（Y.T）

ラッパーズ太田の行事や日常風景を写真にまとめました。

「地域交流事業～古典落語」
「いしや～きいも！」

ラッパーズ太田での講演は３回目になります、岡本秀道
先生をお招きして地域交流事業セミナー付見学会「古典落
語で新春初笑い！」を開催しました。今回の演目は「死神」
です。欲に目がくらんだ男が「生と死の秩序」を乱し、自
分の寿命を縮めてしまう…ちょっと考えさせられる深いお
話です。大金が手に入っても、
命がなければ意味がないという
セリフがとても印象的でした。
重 いテー マに
も関 わらず 、随
所と 最後の オチ
には 大笑い ！大
盛況でした。
寒い冬、どこからともなく聞こえてくるあの声！「いしや～
きいも～おいもだよ～」ラッパーズ太田内に焼き芋の屋台が登
場です。蜜がたっぷりの安納芋を使用し、熱々の石で焼いたサ
ツマイモは格別の美味しさです！入居者
のみなさんの嬉しそうな顔に、屋台のお
じさんも張り切っています！

文芸コーナー

Ｅ・Ｙ

情け身に染む

残しけり

（あいざいやゆうと万葉集を楽しむ会）

Ｓ・Ｋ

句集「宥坐」に

雅人の友の

東天に

２４日（月）地域交流事業

Ｅ・Ｙ

秩父連山

２６日（水）寿司バイキング

下弦の月は

南西に見ゆ

１９日（水）三省会研究発表会

我が慶事

朝ぼらけ

１４日（金）おやつバレンタイン

【四方山話】 ▼ 二月 に入 ると 、世 間は 一気 に バレ ン
タイ ン一 色に なる 。バ レン タイ ンデ ーの 歴 史は とて も
古く、三世紀のローマ帝国時代にまで遡る。当時のロー
マ皇 帝は 、兵 士の 婚姻 を禁 止し てい たが 、 バレ ンタ イ
ン司 祭が 秘密 に兵 士を 結婚 させ てし まっ た 。司 祭は 処
刑さ れ、 以後 この 日は 彼の 死を 悼む 日と な った 。▼ 純
愛の ため に命 をか けた 司祭 の姿 に愛 を貫 く 尊さ を重 ね
たの か、 十四 世紀 頃か ら若 い人 達の 間で 愛 の告 白を す
るよ うに なっ た。 ▼バ レン タイ ンデ ーに チ ョコ レー ト
を贈 るの は、 日本 独自 の習 慣で ある 。▼ 日 本で は寛 政
期に オラ ンダ 人が 日本 へ赴 任す る際 持ち 込 んだ のが 始
まり のよ うで 、１ ８０ ０年 刊行 され た「 長 崎聴 見録 」
に薬「しょくら とお」として記 されている。今 でも
「集中力」に「ストレス」に「恋愛」に…よく効くが、
食べ始めると止められない。罪な薬である。

３日（月）恵方巻き

わたしと出目金
出 会い は突 然訪 れた 。時 々 足を 運ぶ ホー ムセ
ンタ ーの 隣にあ るペ ット ショッ プ。 その日 はた
またま立ち寄ったのである。
店 内を ふらふ らと 歩い ている と、 私はあ る生
き物 に釘 付けに なっ てし まった 。そ の生き 物は
私を じー っと見 つめ てお り、私 から の視線 を外
そう とも しない 。何 かを 伝えよ うと してい るよ
うな …そ んな生 き物 を見 て私は 、す っかり 惚れ
てしまった。
そ の生 き物の 名は …「 出目金 」。 これが 私と
出目金との出会いであった。私は、
「店長！この出目金買っちゃうわ！いくらだい？」
迷う間もなく、思わず出目金を買ってしまった。
しかもつがいで。私には聞こえる、
「買ってくれて、ありがとう！」
と、そう聞こえてくるのだ。
早 速、 出 目 金を 自 宅
へ と 連れ て 帰 り、 水 槽
に 移 して み た 。す る と
出 目 金た ち は 元気 よ く
泳 ぎ 始め た 。 そん な 姿
を 見 てす っ か り私 は 、
も う 何年 も 一 緒に 暮 ら
し て きた か の よう な 親
愛 の 情に か ら れる の で
あった。
「 そ うだ 、 こ の出 目 金
に名前を付けてやるか！
良 い 名前 を つ けて や る
からな～」
そして迷うこと数時間！私は決めた。
「出目子！良し、出目子と出目男にしよう」
気に いっ てくれ たの か、 出目子 と出 目男は 急に
勢いよく泳ぎ始め、本当に嬉しそうに見えた。
そ んな 出目子 と出 目男 を飼う よう になり 、毎
日家 に帰 るのが 楽し みに なって いっ た。ど んな
時も 出目 子と出 目男 はそ こにい て、 私を癒 して
くれ た。 私はそ の恩 返し がした くて 、毎日 欠か
さず 餌を 与えて は、 水槽 の清掃 も行 った。 天気
の良 い日 には公 園へ 連れ ていき 、一 緒に日 光浴
も楽 しん だ。そ んな あり ふれた 時間 が何よ り楽
しかった。
二 十七 歳に して 、初 めて 誰 かと 生活 を共 に。
私と 出目 金たち の日 々は まだ始 まっ たばか りで
ある。

☆2月の予定☆

【編集後記】季節はそろそろ春の準備を始める時期となりました。今年の冬は雪景色を見ることができず…少し寂しくも思えます。雪とい
えば昨年、富士山を見に山梨へ行ってきました。雪化粧の富士山がとても素晴らしかったです。登山ではないのが残念でしたが、富士山を
背に湖で白鳥が羽ばたく姿がとても印象的でした。そんな白鳥たちも、きっとそろそろ春の訪れを感じていることですね。（麻）

