
　麗かな春らしい日和が続いている。桜の季節はもう

過ぎたけれど、自宅から最寄り駅まで行く途中にある

花屋さんの店先に色とりどりの花が並べられるように

なった。我が家のささやかな裏庭にも、鉢植えに植え

られたスミレや勿忘草など今が盛りと咲いている。春

たけなわである。

　春は新しいものが生まれ変わる季節だと言い、誰も

が心が浮き立つ季節だという。しかし、私はどうもこ

の季節が苦手だ。毎年そうなのだが、春になると気分

が落ち込んで、何をするにも気持ちが乗って来ないの

である。

　春の空ってどこかもの悲しい。あまりにも明るい上

に穏やかすぎる空を見上げていると、なんだか辛くな

ってくるのだ。悲しければ「悲しい！」と叫んで泣け

ば良い。嬉しければ「嬉しい！」と叫んで笑えばよ

い。怒りを感じているのなら怒りの表情をみせればよ

い。それができないんだなあ、春の空には…。一層凶

暴な光と熱とに満ちた夏空か、孤高の存在であるかの

ように、どこまでも澄み高く広がる秋空か、天と地と

のあわいから聴こえてくる痛々しいほどの祈りの声に

も似た風が吹きすさぶ、暗くうす曇った冬の空の方が

よい。

　気分を沈ませる特定の原因があるわけでもないが、

ある原因が気分の落ち込みを更に増幅させることもあ

るのかも知れない。しかし、いずれにしても個人的な

感受性の問題なので自分でもこれといった説明ができ

ないし、他者に理解を求めてもほとんど理解不可能だ

と思う。

　でも、誰かとこの気分を共有したいと思い、この人

ならおそらく理解してくれるだろうと「春は苦手だ」

というメールを、ある旧い友人に送ったところ、やは

り私と同じような答えが返ってきた。その友人は桜前

線とか入学式とか、ＴＶ番組の新編成など、世間が騒

がしいのが嫌いなのだそうだ。私のそれとは少し違う

ような気がするけれど、いるんだなあ～。同じような

心性をもった人が…。
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憂春記

大久保康雄（オオクボヤスオ）
まちの縁側育くみ隊の理事であり、紙芝居集
団・風穴一座座長を務めるなど、多種多様な
顔をもつチェアウォーカー

カフェのコーナーのひととき

★4月30日のできごと

　カフェのコーナ

ーでペッボトルの

カバーの編み物づ

くりお隣のおばあ

ちゃまも

　おやつを持って

遊びにきたこども

たち。「教えてー

！」「いいよ」「

お母さんに作ってあげたい」微笑ましい会話がきこえ

てきました

　はじまり！はじ

まり！！

　自転車で登場の

たっちゃんにこど

もたちの目は期待

でいっぱい 

　次々と繰り出さ

れる紙芝居に、今

のこどもも少し前

のこどもも満面の

笑みです

　たっちゃんの紙

芝居なぞなぞに真

剣に答えるこども

たち「当たり！」

　はい、う○ちキャンディのプレゼント  ワーイ 

最後はみんなに風船のプレゼント！たくさんのハート

ができましたたっちゃんありがとう！

まちの縁側MOMO（マチノエンガワ モモ）
日々の動きがわかるよ。
まちの縁側MOMOブログhttp://86862469.at.webry.info/

大久保康雄の風の記憶ＭＯＭＯにっき

たっちゃんの紙芝居

★3月28日のできごと
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OPEN: 月・水・金13:00～17:00
記入無　　　　　錦二丁目関連

N　　　まちの縁側育くみ隊
E　　　　　　延藤安弘個人

□まちの縁側MOMO
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OPEN: 土・日イベント開催日
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 [18:00]錦二・
 MP都心居住部会

 E [16:00]延藤・
 小杉研ゼミ
 (愛産大)

[  ]内の数字は  
時間を表します  

[  ]内の数字は  
時間を表します  

 [10:00]
 手作り楽しもう会
 [14:00]
 パソコン相談日

 [AM]
 つどいの広場

 N ゴジカラ村住
 まいづくりWS

 [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場
 [13:30]
 心とからだのスト
 レッチ

 E 名古屋→台北  E 台湾大学Lec  E 台湾大学Lec  [10:30] 山田郁子
 さん伴奏のもとに
 さあ歌いましょう！

 [10:00]
 手作り楽しもう会
 [14:00]
 パソコン相談日

 [AM]
 つどいの広場
 [14:00]
 パソコン相談日

 [AM]
 つどいの広場
 [15:30]
 ダンボール工作

 [AM]
 つどいの広場

ボックス展
4月1日(水)～5月9日(土)

 E 台湾大学Lec

 E 台湾・高雄コミ
 ュニティデザイン
カンファレンス

 E 台湾・高雄コミ
ュニティデザイン
カンファレンス

 N 台北→名古屋  E [14:00熊本県
 日奈久まち育て
 幻燈会

 E 熊本→名古屋
 E [17:00]延藤・
 小杉研ゼミ
 (愛産大)

 [14:00]
 パソコン相談日

 [19:00]食楽だん
らんもも屋

 [10:00]
 手作り楽しもう会
 [14:00]
 パソコン相談日

 [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場

 E [13:00]ユーコ
 ート本づくり研究
 会(京都)

 [18:00]錦二・
 MP企画会議

 E [15:00]地域づ
 くり全国協議会
 役員会
 E [18:00]住総研
 住教育委員会

 [AM]
 つどいの広場
 [14:00]
 パソコン相談日

 E [15:00]建築と
 子どもたち(名大)
 E [18:30]延藤・
小杉研ゼミ(会所)

 E [10:50]愛知淑
 徳大学Lec.
 [16:00]錦二・
 まちづくり企画
 会議

 N 名古屋
 　→沖縄・糸満

 [AM]
 つどいの広場
 [14:00]
 パソコン相談日

Ｔシャツ＆さわやかブラウス展
5月19日(火)～6月5日(金)

 [10:00]
 リニューアル
 1周年記念
 MOMOまつり

 E 京都→名古屋

 [18:00]錦二・
 伝馬町町内会総会

 E 名古屋→東京
 E [19:00]全国川
 づくりWS実行委
 員会

 N 糸満市行政職員
 ファシリテーター
 養成講座

 同左  N 沖縄・竹富島
 調査

 N 沖縄→名古屋

□まちの会所情報
　6月4日(木)18:00から先進事例に学びながらまち育
ての方法・手法への共感をひろげる場、まちのデザイ
ン塾が行われます。※場所未定
　今回は先進事例として高松丸亀に学び、地区の活動
にひきつけて談論風発し、カルタに表現します。地区
内外の方、専門家、学生・・・みなさまどうぞご参集
下さい。

★まちの会所は愛知産業大学・錦二丁目まちづくり連
絡協議会・まちの縁側育くみ隊が協働して運営してい
ます！★錦二丁目は地元発意でまちづくりマスタープ
ランの作成を進めています！★

□まちの縁側MOMO情報
【手作り楽しもう会】
あら、簡単!まあ、楽しい!をテーマに…
手作りする事がはじめての方でも参加できます。
5月は「布を貼った箱」第2弾
"なんちゃってカルトナージュ"です。
日　時：5月8日(金)、15日(金)、22日(金)
　　　　10:00～12:00
参加費：700円（お茶代込み）＋700円(材料費)
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【山田郁子さんの伴奏のもとにさあ歌いましょう！】
童謡からシャンソンまでおなかの底から歌いましょう
日　時：5月12日(火)　10:30～12:00
参加費：500円(お茶代込み)
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【食楽だんらんもも屋】
どなたも気楽にお出かけ下さい
日　時：5月16日(土) 19:00～21:00
参加費：500円(お酒おつまみ持ち込み大歓迎)

【心とからだのストレッチ】
ストレッチ体操で心と体をほぐしましょう！
日　時：5月18日(月)　13:30～14:30
講　師：Dance Studio Cozy　奥田寛明さん
参加費：1,000円 (お茶代込み)
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【ダンボール工作】
ぼくの塔わたしの塔　だんだんタワーを作ろう!!
日　時：5月21日(木)　15:30～17:30
講　師：図画工作むらた
参加費：500円
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【Ｔシャツ＆さわやかブラウス展】
楽しいＴシャツや手作りブラウスがギャラリーを彩っ
てくれます。(展示即売)
日　時：5月19日(火)～6月5日(金)　13:00～17:00
問合先：下記のTEL又はFAX、メールにて

【つどいの広場♪ハーモニー♪】
0～3歳の子どもさんと親ごさんで参加していただけます
日　時：月・水・木　10:30～12:30
　　　　※11:30よりランチタイム
　　　　※お弁当は持参も注文もOK(注文は1個500円)
参加費：300円/1回（保険料含む）
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【パソコンなんでもコーナー】
パソコン・インターネットに関する簡単な質問・相談
コーナー!!まずは気軽に来所またはお電話下さい。
日　時：毎週水曜日・金曜日　14:00～17:00
講　師：堀靖郎さん
問合先：下記のTEL又はFAX、メールにて

【リニューアル1周年記念MOMOまつり】
詳しくは表面にて!!
問合先：下記のTEL又はFAX、メールにて

□まちの縁側育くみ隊情報
【ジネンカフェvol.027】
テーマ：誰もが安心して暮らすことのできる
　　　　まちづくり
日　時：5月9日(土)　14:00～16:00
会　場：くれよんBOX
ゲスト：大熊 宗麿さん
　　　　　(名古屋市社会福祉協議会ボランティアセンター副所長)
参加費：300円（カフェ代別途）
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
ゲストより一言
　　　：誰でも、いつまでも自分の住み慣れたまちで
　　　　安心して暮らしていきたいものです。社会福
　　　　祉協議会（社協）、「住み慣れたまちで誰も
　　　　が安心して暮らすことのできるまちづくり」
　　　　を目指して活動している団体です。でも、名
　　　　前がカタいからか、はたまた事業が見えにく
　　　　いからか、思いのほかなじみが薄いようで　
　　　　す。そこで、社協とはどんな団体でどんな事
　　　　業を行っているのか、社協が進める地域福祉
　　　　とは何か、そしてボランティアセンターの事
　　　　業や役割について、ヤワラカく考えてみまし
　　　　ょう。

■まちの会所問い合わせ先：（担当 名畑）
TEL*FAX/052-201-9878　E-Mail/info@engawa.ne.jp
錦二丁目まちづくりHP / http://www.kin2.bpl.jp/index.html

■ジネンカフェの問い合わせ先：（担当 大久保）
TEL*FAX/052-936-1717　E-Mail/ookubo@engawa.ne.jp
ジネンカフェだより http://blog.goo.ne.jp:80/jinencafe/

■まちの縁側MOMO問い合わせ先：（担当 延藤節子）
TEL*FAX/052-936-1717　E-Mail/momo@engawa.ne.jp
※イベントはすべて「まちの縁側MOMO」で行なわれます


