つん つく村 のも み の木 マンシ ョン の２階 に住む

き つね のこんくんはオカリナ の練 習中。

こんくんは毎 年 秋 にな ると村 に来 る渡 り鳥 の音

楽隊 と音楽 発表会をす る約束を し ていま した。 こ

んくんは毎 日 一生 懸命練 習を します。 でも、 渡 り

鳥 はなかなか村 にや ってき ま せん。心 配そ うな こ

「一緒 に秋を探 しに行 こう！」と誘 ってく

んくんを 励ますため に マンシ ョン の仲良 し のお友

だちが

れま した。

「秋

作 品には美味 しい秋 の食 べも のに、 綺 麗な紅葉

「秋 ってなんだ か いいな 」

など、 秋 の良 いと ころが たくさ ん出 ています。読

み終 わ った時 に

って楽 しいな」 と思え てくる 一冊です。

なが

コール・エスペランサ
混声合唱団
15 周年記念コンサート
Chor Esperanza

曲目 ・般若心経
・そうらん節

リフォーム

い

編集後記 66

・あいや節幻想曲 他

日時

2018 年１２月１５日(土)

◆「断捨離」に取り組み、もうかれこれ 2 年近くに

は寝室として、ホテルのような暮らしをコンセプトと

なる。だが、一向に遅々として進まない。
「今日は仕

して大改装中だ。

事で疲れているから」
「これをやる方が先」と、いつ

◆いや～、捨てた、捨てた。家具のほとんどを捨てた。

でも良い「断捨離」は先延ばしとしてしまう。動け

２ｔトラック 2 台分を処分した。しまい込んであるも

るうちに、自分にもしもの事があったら他人様にで

のを出してみると「何でこんなものが？」と思うもの

きるだけ迷惑をかけないようにと始めた「断捨離」

がこんなに多いのだろうと、我ながらあきれ果てる。

だが、元来片付けが苦手な私には難しい事である。

本類も、本箱５台分を１台分まで減らした。洋服も箪

◆思いあぐねていた時、小さなマンションの床の軋

笥 3 台分を 1 台分にまで減らした。押し入れにしま

みがひどくなった。リフォームを考えなくては階下

い込んであった物も捨てるに捨てた。

の方にご迷惑をおかけしてしまいそうだ。リフォー

◆今、６畳 2 間にキッチンスペースがある仮住まい。

混声合唱団「コール・エスペランサ」(現団長：小

ムをかけるのには一旦家を空ける必要がある。期限

一部屋は開封しない荷物で埋まり、６畳一間で生活し

澤幸雄氏)が、結成 15 周年を迎えるにあたって、

を設けられれば「断捨離」も一挙に「せざるを得な

ている。再度荷造りするのも大変なので、できるだけ

１２月１５日にエポックなかはらホールで記念コ

い」宿命にさらされて進むだろう。

ダンボールは開封していない。お皿も大中小と小皿、

ンサートを開催します。入場は無料で、当日現地へ。

◆床を直す目的で始めたリフォーム。だが、自分の

多様どんぶり１椀と湯呑と急須セットだけだが、それ

15 年前、菅生中の音楽の伊藤民子先生の時のＰ

今回は主に日本の合唱曲を中心に、現在も指導に当

ライフステージを考え、掃除しやすいこと、バリア

で暮らしていけている。ハタと思う。これだけで生活

ＴＡ役員で合唱団を作ろうということになり、平成

たる伊藤先生が指揮、ピアノ伴奏は武石玲子さん

フリーにすること、好きなものに囲まれて過ごすこ

が可能ということは、開封しないダンボールは全て不

15 年 6 月に発足。翌 16 年川崎市合唱連盟主催の

で、会員数は 31 名で取り組んでいます。

との間取りを考えると結構大掛かりなものとなって

用、もしくは生活するにあたっての「おまけ」
「飾り」

「コーラルフェスト」に参加。以降、地域のメンバ

「ぜひ地域の方々に聴いていただきたい」と張り

しまった。あと何年間家で過ごせるのかわからない

ということか？

ーが増えて毎年同催しに参加のほか、鷲ヶ峯老人福

切って練習を重ねています。また、いつでも団員募

のにそこまで金をかける必要があるのだろうか。い

◆ということは、まだまだ「断捨離」は終わっていな

祉施設や長沢壮寿の里でボランティアコンサート

集中とのこと。特に男性が少ないので大歓迎だそう

や、残り少ないからこそ気持ちよく過ごす環境作り

いということになる。「断捨離」の次のチャンスはリ

を行っています。

です。

を惜しんではいけないと自問自答した。

フォームが完成して戻った時に、ダンボールを開封し

◆結局「断捨離」の履行、
「快適空間」を選択して大

ながら収納を始めた時になりそうだ。シンプルな暮ら

～平瀬川・遠い季節の温もり～」を歌っています。

規模なリフォームを行うことにした。掃除のしやす

しと言うのは簡単だが、私は「〇〇％OFF」という言

この歌は寺田央さんの詩に、伊藤先生の指導で菅生

さを考え、ほぼワンフロアーにして壁をできるだけ

葉に弱く、ついつい不必要な物も購入してしまう。今

中の生徒が曲を作ったものです。今でも持ち歌とし

取り払い、家具は可能な限り作り付けにして、中心
４

後は欲望との戦いだ。

14：30 開場

場所

15：00 開演

エポックなかはらホール
JR 南武線

武蔵中原駅直結

入場無料
お問い合わせ

菅生こども文化センターを練習会場にしている、

090-6528-8850（瀬尾）

choresperanza@gmail.com

て大切に歌い続けています。

また、毎年「平瀬川サミット」では「多摩川風景

統括館長：針山直幸

１

発足以来、5 年ごとにコンサートを開いており、

☎044-976-0444
1・8・15・22・29 日(木)15：３0～16：30
居菓子屋「ぶん」
誰でも 10 円～(但し１日 100 円迄)

☎044-977-2577
2・16・23 日(金) 16：00～17：00
だがし亭きらぴぃ
誰でも 10 円～(但し１日 100 円迄)

3 日(土) 13：00～15：30
すがおこども大学（群馬県：手作りまんじゅう）
小学生 20 名 200 円 7 日〆切

3 日(土) 13：00～15：30
すがおこども大学（群馬県：手作りまんじゅう）
小学生 20 名 200 円 7 日〆切
※菅生こども文化センターで実施

6・13・20・27 日(火) 16：15～17：30
卓球クラブ
小学 4～6 年クラブ員 100 円/月

7・14・28 日(水) 15：00～16：30
ぞうさんのポケット 誰でも 無料
7 日 七輪の日
14 日 風船バレーボール
28 日 クリスマスリースづくり

7・14・21・28 日(水) 14：30～16：30
あそべば 誰でも 無料
7 日 七輪の日
14 日 三角ベース
21 日 弓矢づくり
28 日 スライムづくり

※雨天決行!!
雨の時は、わんぱくランドではなく、「生命の星・
地球博物館」へ行き先を変更します。

10 日(土) 10：00～14：00
すがお手つなぎまつり
誰でも ※蔵敷こ文・分館・子支援Ｃで実施

10 日(土) 10：00～14：00
すがお手つなぎまつり
誰でも ※蔵敷こ文・分館・子支援Ｃで実施

15 日(木) 10：30～11：30
こぶんらんど(どんぐりころころ)
幼児とその保護者 無料 当日ご参加ください
※地域子育て支援センターすがおで実施

10 日(土) 9：00～15：00
ＯＮＥぱーく
２～6 年 無料 ３年生以上定員無し 5 日〆切

毎年夏に行っていた「Family Garden
& 星をみる会」
。星を見るのには、やはり
澄んだ空が大切と、今年は晩秋に企画し
てみました。
アツアツのおでんなどを用意していま
す。星の観察のあとに体を温めながら家
族同士の交流を深めてみませんか。

21 日(水) 15：30～16：30
忍者駆羅武
小学生 無料

14(水) 15：00～16：30
おやつづくりクラブＣ＆Ｅ(大根餅＆愛玉子)
3～6 年クラブ員 170 円

23 日(金・祝) 13：00～16：00
KIDS DIY (ボルダリングウォールを作ろう)
誰でも 無料 汚れても良い服装で参加を

16 日(金) 10：45～11：30
がおがおらんど（おんがくかい）
幼児とその保護者 無料 当日ご参加ください

24 日(土) 14：00～16：00
Kids キッチン（シチュー＆パン）
150 円 小学生 30 名 要申込 〆切 21 日

16 日(金) 15：00～16：30
やさしいおやつづくりクラブ(マンタジ・ケニア)
1・2 年クラブ員 150 円

25 日(日) 10:00～15：00
スープパン＆選べるスープ＆ミニ運動会(子供会共催)
誰でも無料 定員 25 名先着順 要申込 〆切 20 日

～プログラム～
17 日(土) 17：30～19：30
Family Garden&星を見る会 誰でも 詳細 2 面参照

17：00 オープン
18：00 ワークショップ

◆◆◆軽食メニュー◆◆◆

（星に願いを）

キーマカレー

150 円

18：30 星をみる会

お

19：30 終了

そばスィーツ

20 円

の み も の

100 円～

駄

2

で

菓

ん

子

20 円～

10 円～

25 日(日) 10:00～15：00
スープパン＆選べるスープ＆ミニ運動会(子供会共催)
誰でも無料 定員 25 名先着順 要申込 〆切 20 日
30 日(金) 17：00～20：00
もぐもぐ亭(水餃子定食)
誰でも 300 円 要申込 〆切２８日

３

