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早いもの、阪神淡路大震災から

10 年経った。昨年は新潟中越地震

で大きな被害が有り、スマトラ沖地

震、津波で 20 万人の人が亡くなっ

た。 台風襲来も多く，舞鶴、豊岡

等では大きな被害がでた。 
台風は出来たてホヤホヤからテレビ

ニュースで知らされる。 
東海地方では地震予知システムが

出来て予知出来る、又は出来そうだ

と聞く。ところが台風や地震は防ぐ

ことができない。科学や工学が進ん

だ今でも自然の力には勝てない。 
災害で何万人死んだ、悲劇だ，ツ

ライ，痛ましいことだ。 
けれど、50 数年前人間世界で何千

万人が死に、殺されたことが有る。

3 月 10 日東京大空襲で十数万に人

が焼き殺された。8 月 6 日には広島、

9 日長崎で一瞬の間に死んだ 10 数

万人。非戦闘員の子供や女性達も。 
もう戦後ではないと言われ、何も

かも豊かになった日本人はそのこ

とを忘れたのだろうか？ 
思い出すのが嫌で忘れた振りをし

ているのだろうか。 
 戦いに敗れ、何の為の、誰の為だ

ったか、軍部や軍事産業、独裁が悪

い等々の反省から「新憲法」が生ま

れた。戦争放棄、軍備を持たず、主

権在民、民権保護の「新憲法」が生

まれた。産婆役が「アメリカ」やか 
らアカンという人も有るようだ。 
生まれた時、憲法記念日の「祭日（今 
も有る？）」までつくって出来た「新 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
憲法」国民の殆どが、明 
い平和な日本のなったと 
喜んだと思う。 

生まれた「子」が可愛いければ産婆

は誰でもエエヤンカ。 
あれから（敗戦後）60 年弱、日

本人の戦死者は 1 人のない。その前

の 60 年は日清、日露、中国、南方

と何百万の兵士が戦死している。 
世界では数千万の死者が出た。 

災害でなく、人間の人間による人間

ためにならない戦争である。 
戦争の無いお陰で昭和初期 40 歳

だった日本の平均寿命が戦後間も

なくの 22 年に 50 歳を越え、食料も

世界一贅沢、医薬品の進歩とあいま

って今や男も 78.3 歳と世界一。 
 
朝粥食べておシャベリ会

を始めるゾ！ 
  
何度か書き綴った｢朝粥会｣はどう

も「一人相撲」、手伝ってとボラン

テァ募集も書いたが反応はヤット

お一人。「もうエエねん」と思いな

がらこれを書いている。 
半世紀以上前｢トッキュウ｣と言

う愛称を持つ政治家がいた。 
その彼の｢人民にため、報いられる

ことを期待しない愛情と献身｣の言

葉に惹かれていた青春時代の気分

がまだ何処かに残っているようだ。 
周囲から「またか！」非難、「ま

た～」とアキレルわと言われるだろ

うが、「ヤルキャ無い！（土井たか子）」

男ゾ！！・・と粋がっても女性は今

も太陽と内心では思っている？！ 
一人では進まないが道理なら、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「現実に合わない」～「理想」に 

過ぎない憲法だと言う人も多いよ

うだ。そうかも知れない？？？ 
だが人間として、もう一度考えてみ

よう。「平和と戦争」｢生と死｣｢善と

悪｣「楽と苦」どちらかを選ぶとす

れば全て前者が圧倒的な支持を受

けると思う。 
今、研究は進んでいても予知が精

一杯で、自然災害は防ぎようが無い。 
しかし戦争は人間が起こすものだ

から人間の力で無くすることはで

きる。何千万の戦争犠牲者、屍の上

に生まれた戦争放棄の憲法が理想

なら、世界に向かって、その理想実

現に精一杯努力を私達はしただろ

うか？戦中戦後を生きている日本

人の一人として〔憲法〕を考える大

事な時が来ているように思う。 
改憲、護憲を問わず人間として・・ 
どんな戦争でも集団的殺人行為？ 

 
一人でも動かないと進まないも、ま

た道理であろう。 
2 月 13 日（日曜）朝 7 時半から、

｢お粥｣をつくって 2 階の｢集・サカ

タニ｣に暖房を入れて二身同心の妻

と二人で食べてもエエわい！ 
と腹をくくり待つことに決めた。 

淋しく一人で食事している人が

居ないのなら、幸せ一杯日本万歳だ。

子や孫と、嫁や母と楽しく食後の会

話が弾んで楽しい食事が有るのな

ら、日本は平和。そうではない気が

するのは、私は「アサハカさ」だろ

うか。アサガユ！食べ喋ろうヤ! 
主人が無くなって一人で食べて

淋しい、喋る相手もない、｢朝粥｣の

話しどうなってますの、手伝いマッ

セ只一人の声にお応えしたい。 
2 月～3 月は試運転、大勢の参加

があれば、豚も木に登り本稼動だ。 

 サカタニ・友の会    2005 年・第 2 号.Vol．６７ 

とんからりん 
2005 年 2 月 2 日・集・酉・楽 （株）サカタニ 

℡075-561-7974fax 075-561-6710 

ファミリーマート・サカタニ京阪七条店・℡075-561-0162

◇ホームページ・ＵＲＬ http://www.sosake.jp 

会員の皆さまに 
朝粥食べておシャベリ会を 

実験的にスタートします。期間は 2 月～3 月・

その間は参加料 100 円。又イチビッテます。 

人が来てもヨシ，来ないもヨシ、と思いながらも

心待ちする、ヨシィちゃんでありまする！ 

集･酉･楽・(株)サカタニ・ 

ファミリーマートサカタニ京阪七条店・ 

◆メール・ E－mail  info@soasake.jp 

憲法九条を考える 

☆自然災害を人間は防げない！が★戦争は、人間で防ぐことが

出来る
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シカル盤と年金 
 

  去年 12 月 16 日、会社宛に健康

保険高齢者受給者証が郵送できま

した。保険者は京都社会保険事務局、

被保険者は私です。 
見ると、一部負担金の割合が 1 割と

書いて有りました。裏側の注意事項

にが、4・「不正に使用すると刑法に

よる詐欺罪として懲役の処分を受

けます」と言う恐ろしい文が書いて

あります。有効期限は平成 17 年 1
月 1 日～21 年 3 月 31 日まで。 
 昨日（1 月 17 日）、月一で通院し

ている病院の受付で、健康保険証に

添えて「それ」を出しました。 
診察を終え、診察料と院外薬局共に

料金が 12 月の半額でした。 
遅ればせの「お年玉」を貰った様な

うれしい気分になりました。 
 12 月には「倍」の金額だったの

に 1 月には半額とは、これ如何にと

思い調べました。高齢受給者とは 
「平成 14 年 10 月 1 日以降に満 70
歳になった被保険者、被扶養の方」

とあります。 
  
 
今回のヒトリゴトで書いた K・Ｔ君

の「K」は、コウイチの略，競馬好

きな男、今はプッツリ止めましたが

私も大好きでした。毎週の様に「淀」

に通いました。そのコウイチ君と一

緒の時も再々。 
ある日、コウイチサブロウと馬と

「ヨシ」の名が付く馬、多分ヨシク

ンと思います。コウイチサブロウは

競馬新聞で◎。「ヨシ」の名の馬は

△印。買った馬券を見せ合うと彼は

「ヨシ・・」を捨て、私もコウイチ

サブロウを捨てています。 
名前が悪い「絶対に来るか！」と言

い合いました。ゴールには親友が揃

って入り、2 人ともパー。お前と一

緒やなかたら取れた馬券や。 
大笑いでした。 
これを書き、30 歳台後半の昔を懐

しい楽しく思い出しました。 

16 年早々、満 70 歳になったのに

何故今頃「遅いヤンカ！」と見る

と別書きに、報酬月額 28 万円以

上の方は 2 割と規定が載ってい

ます。 
このために 12 月まで除外されてい

たようです。 
営業不振で、10 月に自らを賃下げ

して 3 ケ月して認められたのです。

我が愛する家内も、取る時は速いけ

ど呉れるのは遅いと、介護保険料徴

収と老齢年金給付の時間差を怒っ

ています。そう言うと、固定資産税、

住民税も前払いしてもオマケ  

は「鼻くそ」遅れると銀行金利の数

倍の延滞税と督促料も付いて来る。 
ふと、もう 20 年以上前亡くなっ 
 
成人式を振り返って 

        沢村香苗 
  
 
歳が明けて 1 月 8 日（土）、石川県

金沢市内の厚生年金会館で、私の地

区の成人式が行われました。毎年、

この時期は雪が降っているので嫌

な天気にならないかと心配でした

が、当日は雪がちらついたものの、 
式が終わる頃には晴れて日が差し、

天気に恵まれた成人式でした。 
 参加した男性成人者の中には羽

織袴を着ている人も見受けられま

したが、スーツを着ている人がほと

んどで、大人っぽく引き締って見え

ました。そして、なんと言っても、

女性成人者の振袖姿はきらびやか

で特に赤系の色が多かったのです

が、青や緑といった色も赤系の人が

多い分、よく映えていました。ほぼ

すべての女性成人者が、成人式の定

番ともいえる振袖に身を包み、髪を

アップして華やかな髪飾りを付け、

白いファーを襟裳とに巻く、といっ

た感じでしたが、毎年ニュースで報

道されているのを見て憧れていた

ので、その様子が成人式だという気

持ちをさらに盛り上げてくれまし

た。 
本来成人式の目的から離なれて

いる気もしますが、そうやって普段

着ない振袖を着て、メイクや髪型に

気合を入れ,しばらくぶりの友人た

ちに再会できるという大きな楽し 

た大親友の「K・T 君」が、会議な

どに来るのは遅れ、帰えりはは、い

ち早く去る友に「オマエはシカル盤

の様な奴や」と、よく言っていたの

を思い出しました。 
シカル盤と（機械＝旋盤の一種？）

は、最初はユックリ動き、終わり素

早く戻るのだそうです。 
彼なら社会保険庁も税務署も市や

府も「シカル盤だ」と叱るかなぁと

思ったのです。久しぶりに親友の口

癖を想い出させて呉れた「受給者

証」に感謝。感謝しときまひょ！。 
 天国の｢K ちゃん｣今年も 7 月 13
日、君のお墓で会おうなぁ！ 
タバコを忘れんと持っていくで～。 
 
みとなっているのだと思います。実

際、私も式が始まるまで、会う人会

う人と写真を撮ったり、話をしたの

ですがとても楽しくにが時間がも

っと欲しいくらいでした。 
ですが、式が始まれば会場は静か

なもので、そこは成人者として、場

をわきまえられたことは良かった

です。 
今、現像した写真を見ながら振り

返ってみて、もう一回ぐらい成人式

があってもいいなぁとおもえるく

らい、20 歳の思い出に残る一日で

した。（ＦＭバイトの沢村さんの投稿で

す。FM ご来店時「さわむら」の名札

を見られたら、『成人おめでとう』と

お声かけを！） 
 

 ナゾナゾ？ 
正解賞有り 

ヒトリゴトによく登場する、 
我がゴットばあさんの言葉から 
 
ヨシロウや、働くと言うことはなぁ、 
 
「×××××××××××」 
と言うことやが口癖でした。 
漢字を使わないと×の数,11 字です 
「かな」でお答え下さい。 
11 字でなくても意味が同じは正解

とします。回答は、お名前と会員番

号書いて FAX561-6730、メール、

持参も可。 
2 月 13 日（朝粥の日）締切り 

正解賞あり。

ヨシィちゃんのヒトリゴト 

◎ヒトリゴトの余談△ 
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  ご報告 
 コシヒカリの故郷、酒どころの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  イチビリ酒屋の報告 
 

三十三間堂．通し矢・１月１６日

(日)１０時頃～ファミリーマート・ 
◆ ｻｶﾀﾆ京阪七条店店頭にて 
清酒日出盛･樽酒、甘酒無料ご接待   
２階では「粕汁」も提供を実施した。

500 ヶコップを用意した甘酒は 11
時半で無くなり、樽酒 1 樽も 2 時に

はカラッポになった。 
バイトやファミマ社員も動員して

街頭でのイベントは初めて。 
みんな大声を出して、通行の観光客

などに呼びかけて呉れた。 
恒例の「裸木会」（リッツ立命高校

の同窓会）を欠席したオーナーも白

髪頭をフリ振り，日出盛を配った。

バイトに感想を聞くと「初めて貴重 
な体験をさせて貰って嬉しい」と言 
う。この様な仕事に感謝をする学生

達がいるのだから日本の将来は明

るい。日本の未来に、何か役立った 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ような嬉しい気分になって疲れを

忘れた。 
2 階「集・楽」での粕汁サービスに

は「あ“アチョボ」で活躍していた

若い「元気な年寄り」が助けてくれ

た。若いと書いたのはその感謝の意

味のヨイショ。粕汁サービスは、エ

ンリョし～の人が多いのか予相よ

りチョット淋し数だった。天気も良

かったし、まぁ成功と評価している。

只、友の会会員さん達の顔は余り見

なかったのが残念だったが、来年は

モット来て下さるだろう頑張ろう。 
喜んで下さった観光客も少なくな

い数だったのだから・・当日は、 
スマトラ沖地震津波の救援基金箱を

設け、ご通行方や樽酒甘酒を召上り

の方々のご協力を求めました。結果

15786 円が寄せられました。財団法

人京都新聞社会福祉事業団を通じ

て皆様に代わり寄付。以上報告也。 
 京都新聞に金額は掲載されました。名前は

サカタニとなっていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

２月４日『月の桂･立春朝絞り』

をお買い求め下さった方 
２月４日に来ませんか！ 

その日６時から、｢楽々ホール｣

で，極内輪で「月の桂」のお酒

を４種類飲むことにしていま

す。折角｢１０年古酒･平安京・

にごり酒｣と燗にあう「未発売

の酒＝京都産酒好適米祝・精白

60％」と立春朝絞りを加えるの

で小人数では勿体無い。 
酔う程の量は無く、おつまみは

赤尾屋さんのお漬物。 
間も無く私の誕生日、その前祝

で会費は不要です。1 名～１５名

位は大丈夫。５６１－７９７４． 
酒谷義郎まで・待ってマ～ス 
（注）６０人まで席はつくれるが、お酒

が足らない。電話チョウダイ！ 

《月の桂.立春朝搾り》をお買上げ

下さった方たちの試飲会 
日・2 月 4 日・ 

時・18 時 30 分～20 時頃迄

〇･集re 喫茶ルーム又は楽々で 

〇・会費は要りません。 
参加の方･電話チョウダイ･記事は上に 

お知らせ◎２月の「催事」など 

♪第９回・楽々コンサート♪ 
Ｊ－ＭＡＣ‘６５ 
★現メンバーでのラストライブ 
日･･2 月 13(日)18 時 30 分開場・

スタート･･１９時・ 
 会費･･前売り 1800 円 

当日２０００円 1 ドリンク付 
ベンチャーズサウンド・Ｊ－ｐｏｐ・ＤＲ．Ｋ

サウンド・（気合が入ったライブ）・・ 
京都女子大学 
絵画部 有志展覧会 
日・1 月 20 日～ 

～2 月 10 日・ 
時・10 時 30 分  21 時まで  

   鑑賞無料 

〇･集 re 喫茶ルーム 

形の医学・しん相療法 
日･･2 月 5 日(土) 

時間 13 時～１６時 

無料体験会 （要予約） 

（注）今回定員満了締切 

京都女子大学 
◎ 書道部 展覧会 
日・2 月 26 日･２７日 
時・11 時～20 時まで  

   鑑賞無料 

〇･集酉楽サカタニ 
★☆楽々ホールにて 

チラシを見てね！！ 
朝粥食べて、おシャベリ会 
２･３月共１３日、２７日（日）

（試運転）４回で開催 

朝７時.３０分～9 時 30 分 

会費 100 円〇赤尾屋漬物店 
衣揖康之亮（いび米店）ご協力

◆集 re 喫茶ルームか楽々で 

音の風♪音楽会♪ 
日･･2 月 27 日(日) 

時間 19 時 30 分～ 

 会費･･500 円 
       1 ドリンク付  

〇･集 re 喫茶ルーム 
 

橋本のりえ・水彩画展・ 
ベトナムの人物と風景画 
期間・2 月 11 日～ 

～3 月 11 日・ 
時・10 時 30 分  21 時まで  

 鑑賞無料・・展示販売もあり 

〇･集 re 喫茶ルーム 

蔵見学と酉塾新年会 
日･２月２０日朝９時集合 

1.日出盛《伏見・松本酒造見学》 

２.琵琶湖ヨットハーバーで

会食利き酒・会費７０００円 
◇定員２６名にて締切 
現在１７・残９名お急ぎを！ 
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「輝ける 133 年の歩み･貞教」とい

う閉校記念誌が配られてきた。 
見開きに「千成瓢箪」の校章と学校

玄関の写真が掲載され、学校は明治

２年｢耳塚｣の東に出来たが豊国神社

の造営で明治 1１年に現在地に移転

し貞教となった記述がある。 
父も私も娘達もこの校章をつけて

通学、酒谷 3 代延べ８２年お世話に

なった学校だった。 
私の時代は、尋常と国民との字が小

学校の上に付いていた。私が 2 年生

の 12 月 8 日「鬼畜米英」との戦争

が始ままった。5 年生の 1 月１６日

早朝、修道校（馬町）付近に爆弾が

落ち、死者、怪我人が出た。大騒ぎ！ 
そして 6 年生で疎開などを経験した。 
昭和 17 年春、父ともう２人が兵役

に召集され「合同出征式」が豊国神

社であり、祝酒谷一郎君入営の旗幟

が林立する中，代表して軍に参加す

る喜びの言葉で「勝利はオーミイツ

の下にあり」のと述べた父の語句が

耳に残っている。オーミイツとはス

メラミコト(天皇陛下)のことだ後で

知る。当時よく聞こえた｢海ゆかば・｣

は、今、街宣車の鳴らすのと違う淋

しく重々しく聞こえる歌だった。 
戦争で食料難になり、町内で神社

の裏、通称猿山？(今労働監督署一帯) 
を開墾し畑にした。明日収穫として

いた｢サツマイモ｣などが前日の盗ま

れて嘆いていた祖父母の姿を思い出

す。学校では方広寺前に畑を作り５

年生の私たちは勉強そこのけでお百

姓の真似をした。 
昭和２０年「鬼畜・米英」に敗れて 
平和、疎開地から殆ど無傷の京都に 
帰れた。疎開地（宇治市炭山）は当 
時電気がなく夜をランプで過ごした 
から明るく(停電も多かったが)空襲 
のない平和な京都は天国に感じ、米

英は鬼からキリスト変身だ。 
戦後になって私達は、そこや、豊

国廟のある太閤担を走り回って遊び

場にしていた。豊国さんには大きな 

 

 
｢椋｣の木があり、椋鳥と奪い合い

をして実をとり、お菓子の代用にし

たものだ。 家の中に居ると｢手伝い

しないなら外で遊べ｣と叱られ、菓子

もない時代「子供は風の子｣であった。 
テレビ、ゲーム、スナック菓子、暖 
かい～涼しい子供部屋に恵まれた温

室育ち今の子は「デジタルの子」と

か「孤独の子」とでも言うのかなぁ。 
｢記念誌｣の影響で前書きが長くなっ

ている。今号は「その 1」として次

号で本題を書くとして、もう少し老

人の思い出話にお付き合い願いたい。 
豊国神社前正面通と本町(昔は伏

見街道)と交わったところに｢大仏餅

屋(隅田家)｣が有った。 
天正１６年（1568）秀吉公が｢大仏 
 
 
｣ 
 
 
 
 
 玄関に色紙を飾っている。毎年知

人からいただくもで、正方形の色紙

に今年の干支『酉』という文字が大

きく墨で書かれており、去年は『申』

一昨年は『羊』の文字だった。 
黒々とした文字は男性的で強い意志

を感じさせる反面、ちょっと窮屈そ

うに傾いている。 
最初見た時は高齢の頑固そうな男性

が書かれたのかと思ったが、これは

滋賀県にある月心寺の尼さんが左手

で書かれたものなのだ。 
 大津へ続く逢坂山の途中にある月

心寺は、私の住まいから京津線で二

駅しか離れていないが、まだ行った

ことはない。それでも毎日玄関でこ

の文字を目にする度に、全身にみな

ぎってくるような力強さは何なのだ

ろう。 
 そんな時、一冊の本を見つけた。 
『ほんまもんでいきなはれ』村瀬明

道尼（文芸春秋社）あの字を書いた

尼さんの自伝である。大正 13 年生 

 
殿｣を建立され、その当時から｢餅屋

を営み、洛東名物大仏餅の「のれん」

をあげて繁盛して大店になり昭和３

０年頃まで存在していた。 
今なら必ず保存されたで有ろう建物

で惜しいと思う。古くからの友の会

会員さんの中に記憶されている(多
分無い)と思うが、平成 8 年３．４月

号の「ＭyＤｏ（とんからりんの前名）」

で《大仏殿は東デズニーランド》と

書いた。 
その大仏殿建立工事で大工，塗師、

棟梁、刀の鞘などの職人が集まり、 
町が出来た。塗師町、鞘町に未だ残

っている。京へ上る旅人の大仏参詣

で町も栄えた。 
人が｢集まれば町は賑わい、人も楽

しい｣｢酒＝酉｣があれば更に良い。 
我が ｢集・酉 ･楽 ｻ ｶ ﾀ ﾆ ｣ も少々

少々々々々々位のデズニーランドにな

れる様に努めたい。ご支援を！！ 
本題は全部次号に続く・・・。 
 
まれ、子沢山の家に育った野生児お

転婆の清子ちゃんが、お寺にもらわ

れ、月心寺に落ち着くまでの艱難辛

苦が綴られている。 
私なら一日ももたないだろう、鬼の

ような師匠のもとでの数奇な少女時

代は、彼女があまりにも楽天的なの

か世間知らずなのか、まことにあっ

けらかんと書かれているのだ。 
しかし本当の困難は、恋とも気づか

ない恋に別れを告げ、やっと月心寺 
の尼さんになった時に襲いかかる。 
交通事故で瀕死の重傷を負い、右の

手足が動かなくなった時、彼女は 39
歳だった。左手でマッチを擦り、ガ

スの火をつけ、胡麻をする。彼女の

胡麻豆腐料理は絶品で、ここの精進

料理を食べに来る人が後を絶たない

という。右半身不随という身体にな

りながらも、彼女は「これが私、こ

れでやっと一人前」と言い切り、「仏

は自分のなかにある」ことに気づき、

そういう自分を生かす道を貫く決意

をする。 
 病気や障害は死と同じように年齢

を重ねるに従って身近に迫ってくる。

そんな自分を丸ごと受け止め、生か

す道を学ぶことがまさしく「ほんま

もん」ではないだろうか。       
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