野の花館だより
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朝夕はめっきり涼しくなってまいりました。ア-っという間に過ぎた 8 月…久しぶりに子どもたち
の声が響いていたようです。花いちもんめの公演は、初めて町教委の後援をいただいて子どもたちに
ぜひ見せたいと思ったのですがなかなか呼びかけが進まず、でも 15 人ぐらいの参加した子どもたち
はこれまでにない集中ぶりで感動したと言ってくれました。ミ-ルの音楽会もグリ-ンコ-プ 100 円基
金と高鍋町 H24 年度未来づくり事業の両方で進行中感動感謝の声に私たちが励まされます。
1 月から始めた野の花館シアタ-も好評で次第にファンが増えています。若い方々の参加を切に希望し
ます。宮日のコラムに野の花館の関連記事が載っていました。目にされた方も多いと思いますが遠く
離れた方々にご紹介します。いろり開きにお待ちしています。

9 月 16 日（日）１4 時〜１６時
第 9 回野の花館シアタ-映画
「ホ-ムカミング」上映
10 月 21 日（日）14 時〜16 時
11 月 18 日（日）
〃
上映作品についてはおといあわせください。

9 月 18 日(火)「いろり端会」
毎月第 3 火曜日１９時〜
たかなべ未来づくり事業
9 月 14 日(金) 10：30〜ももの木保育園第 3 回ミ ー ル慰問 コ ン サ ー ト

9 月 23 日（日）ミールミニコンサート（野の花館第 31 回）
大人 500 円､こども 無料
11 月 22 日（木）10：30〜介護施設なごやか
第 4 回ミ-ル慰問コンサ-ト
10 月 7 日（日）〜13 日（土）麹づくり-みそづくり
2012 年度グリ-ンコ-プ福祉活動組合員基金（100 円基金）助成
野の花館・施設への慰問演奏会 第 5 回ミ-ルコンサ-ト
10 月 15 日（月）10 時半〜 川南幼稚園

11 月 3 日（文化の日）いろりびらき 2012

野の花館平和を考える集い 2012、8 月 4 日（土）

花いちもんめ 感想
今日は野の花館に久しぶりにきました。私達はしらない戦争の話はいつきいてもいたいたしさが表れ
平和の大切をしりました。
友だちに誘われて来ました。
話は聞いたり、学校でひとり芝居にきていただいたりとしてはいたんですが…感動しました。
色々と考えることの多い最近でしたが何もかも忘れて真剣にみていました。
ありがとうございました。
（T/N）
20 数年前に「注文の多い料理店」をみさせていただき機会があればと思っていました。
これからもご活躍期待しています。
（K/H）
話には伺っておりましたが、雰囲気のある建物ですね。雨と夜が合いますね。またイベント参加します。
はまさきけいこさんの芝居、日常を離れてゆっくりと観ることができました。
ありがとうございました。
（R/N）
濱崎さんの演技はすばらしいと思いました。野の花館でこのような催しがあることは高鍋の文化発展にとても
貢献していると思います。満州には私の父が小中学生を過ごした経験があり、関心が強いです。
今後も、芸術活動による平和運動を続けることは、日本にとって必要なことだと思います。野の花館の館物も
すばらしいです。
（ｖ・T/T）
雨も風も虫の声も、このステージの効果（演出）と思われるようなすばらしいひとときでした。

私のおばも満州からの引き揚げ者です。男の子一人をつれて朝鮮人に“ここにおいていきなさい。あなたも
命が助からないよ“と言われ…そんな話をよくきいたものです。おばは死にものぐるいで連れて帰りました。
濱崎さんとおばの顔が重なって涙が出ました。私の父にもみせてあげたかったです。
ありがとうございました。
（Y/K）
なかなか聞くことのできない満州国についてのお話が聞けて良かったです。

濱崎さんの１人芝居を観るのは初めてでしたが、あの独特の舞台(古民家)の雰囲気と濱崎さんの年輪の深い演
技が相まって非常に楽しく拝見させて頂きましました・
まさか庭から登場するとは思ってもいなかったし、あそこまで照明も凝っているとは思っていなかったので、
１人芝居とは言えどお客さんの目を引き付ける演出効果は大変勉強になりました・
内容も残留孤児という非常にデリケートで難しい題材だったにも関わらず、やはり過去に何度か上演されてい
るベテランの濱崎さんだからこそ、イヤラシさや嫌味が無く、まるで濱崎さんが実際に経験した実話かと錯覚
するくらい自然な感じがしました・
戦後 67 年…今でこそ残留孤児はニュースでもあまり話題になりませんが、実際に起きた悲惨な問題として風
化させないためにも、こうした舞台でも伝えて行くべきでしょうね…
明日は子供たちの劇団『かどっこ』の合宿のため、昼から夜まで終日門川に缶詰め状態です・
げきを見て、悲しかったけど感動しました。ぼくは、戦争はマンガでしかしらないけどあのお母さんがかわい
そうでした。
(Ｙ／Ｔ)
小4

「花いちもんめ」をみて。
。
『お芝居』というものを見るのは、これで２回目です。
１回目は「２９万の雫」でした。
客席に居ながらも、いつの間にか演目の世界に自分も入っていける、そんなお芝居の魅力に感動しました。
今回もそれは同じです。
いつの間にか、満州の世界にいました。語りから、その場の景色が見えてくるようでした。
ただ、戦争のお話です。世界に入ることが決して楽しいことではありません。主人公の気持ちに同調する度に、
やりきれない気持ちになりました。
このやりきれない気持ち、悲しく、理不尽で、どうしようもない、この気持ち。これが戦争だと漠然と思いま
した。
私は、この気持ちを忘れません。忘れないことが大切だと思います。
今回参加してくれた子どもたちも、静かにずっとお芝居に見入っていたと聞きました。きっと、私と同じよう
な気持ちになった子もいると思います。この気持ちを忘れないでほしいと思います。
恥ずかしながら、戦争の歴史について無知すぎる私ですが、昨年に引き続き「平和を考える集い」に参加させ
ていただき、少しずつ考え方が変わってきました。子どもたちと一緒に学んでいこうと思います。
この機会を与えてくれた方々に心から感謝です。
最近なかなか活動にも参加できせんが、これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
(A/K)

・・・Ｈ24 年度たかなべ未来づくり事業・・・
・・後援・高鍋町教育委員会

―小さい人たちと高齢者に！―
МИРコンサ−ト第 30 回特別記念演奏会
出演：ミール（ヴァイオリン：稲田竜斗・ピアノ：稲田由香里）
とき：２０１２年７月７日（土）13：30 開場 14：00 開演

ところ：高鍋町美術館 入場料：大人 1000 円
小中高生 無料
(託児あり 7 月 2 日まで下記へ申込み下さい）

四季より“夏”（ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ）、サマ-タイム（ｶﾞｰｼｭｳｨﾝ）、日本の夏のうたメドレ-､子どもの夢（ｲ
ｻﾞｲ）、無伴奏ｳﾞｧｲｵﾘﾝﾊﾟﾙﾃｨｰﾀ第 3 番より（バッハ）、ｳﾞｧｲｵﾘﾝｿﾅﾀ“雨の歌”（ブラ-ムス）、他
参加者の声
ミールのコンサートは毎回新しさを感じる。。
そして音楽は、自然とも人の心ともつながっ
ているのだなと感じさせる。
蒸し暑い七夕の午後、空はどんよりとして
雨が今にも降りそう。
とうとう激しく雨が降ってきた・・・。
遠くで雷鳴が聞こえる、そんな空模様に合わ
せたかのようなミールの演奏が始まり、雲の
合間から太陽の光がきらきらとさしてくるよ
うに曲が終わった頃、本当に外に陽がさして
きた。
コンサートが終わった後も、鳴いているセミの
声、暑い陽ざし、そよ風までもが音楽に聴こえてきた。
高鍋でミールのコンサート、ぜひこれからも続いて欲しい。

（Ｓ/Ｉ）

何度聴いてもいい音楽でとってもうれしい。選曲もジャンルを問わず・・・なのがうれしい
限りです。
(Ｍ／Ｍ) ６９歳

すごくねいろがよくて、すごいなあと思いました。わたしがしっているやつがあったので、
歌いました。わたしがしっている曲は、七夕です。ばいおりんの人とピアノをしていた人は
すごいなあと思いました。
(Ｓ/Ｋ) ８歳
すごくねいろがよくて、子供の夏のメドレーでしっている歌があったから良かったです。
それに心に残りやすい歌ばかりで心がやずらぎました。これからもがんばってください。
応えんしていますから。
(Ｍ) １０歳
良かったです。ワルツなど、踊りたくなるような曲もききたいです。

男性

野の花館・福祉施設への慰問演奏会
第 1 回ミ ー ル コ ン サ ー ト 7

月 19 日(木) 10：30〜

高鍋町社会福祉協議会介護支援事業所（職員 15 名、ボランテァ 3 名、利用者 40 名）
中国の太鼓、城ケ島の雨、浜辺の歌、踊る子猫、新世界より「家路」
、庭の千草、ウイ-ン風小行進曲
イタリア組曲より「イントロダクション」

第 2 回ミ ー ル コ ン サ ー ト 8

月 2 日(木) 10：30〜

障害者更生施設うからの里高鍋分場、
（職員 15 名、利用者 25 名）
中国の太鼓、少年時代、浜辺の歌、夏の思い出、踊る子猫、新世界より「家路」,イタリア組曲より
「イントロダクション」
、ウイ-ン風小行進曲、情熱大陸（リクエスト）など

2012 年度グリ-ンコ-プ福祉活動組合員基金（100 円基金）助成
野の花館・施設への慰問演奏会 第 1 回ミ-ルコンサ-ト
5 月 31 日（木）10 時半〜 西都市穂北、石井記念のゆり保育園
（大人 20 人、子供 120 人）中国の太鼓、ｳﾞｧｲｵﾘﾝ楽器の説明、踊る子猫、新世界より「家路」
、ジブ
リメドレ-、子供の夢、ウイ-ン風小行進曲 など
ｳﾞｧｲｵﾘﾝとピアノのデュオで、ジブリメドレ-などがありました。地域の方々や姉妹園の子どもたち
もお誘いして、総勢 140 名、生演奏を身近に聴くことができたり、知ってる曲を口ずさむなどして、
楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございました。
（同園 ゆりかご 6/1 発行より）

第 2 回 6 月 21 日（木）10 時半〜 都農聖愛幼稚園
（大人 15 人、子供 35 人）中国の太鼓、新世界より「家路」
、ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・ﾋﾟｱﾉ楽器説明、
ｲﾀﾘｱ組曲より「ｲﾝﾄﾛﾀﾞｸｼｮﾝ」
、踊る子猫、子供の夢、ｼﾞﾌﾞﾘﾒﾄﾞﾚ-、ウイ-ン風小行進曲 など

第 3 回 6 月 28 日（木）10 時半〜
中国の太鼓、

西都愛育幼稚園
（大人 30 人、子供 100 人）
中国の太鼓、楽器紹介(ゲゲゲの鬼太郎等)
踊る子猫、ジブリメドレ-、新世界より「家路」
、
ウイーン風小行進曲、子供の夢、七夕の歌など

第 4 回 7 月 26 日（木）10 時半〜
うからの里（障害者施設）
（入所者 40 人、職員 20 人）
中国の太鼓、浜辺の歌、イタリア組曲より
「イントロダクション」
い出、踊る子猫
踊る子猫、新世界より「家路」
、ウイ-ン風小行進
曲、木綿のハンカチ・手のひらの歌（ﾘｸｴｽﾄ）など
本日は、大変暑い中お越し頂きまして本当に
ありがとうございました。そして、大変素晴ら
しい演奏を聴かせていただき、とても良い時間を
過ごすことができました。生の演奏に触れて
ご利用者の皆さん・職員供に気持ちよく聞き入って
おりました。ご利用者も「コンサートに行ったよ」
と笑顔で報告に来てくれました。 高齢者な方や
機能低下の方も入所されており、演奏会へ出向く
ことが難しい中、このような素晴らしい機会を頂いたことに大変感謝いたしております。 職員一同より

育児だより
＊かんきつ姉弟＊

―― ――

金丸 智子

①子どもって一体いつのタイミングで手を抜くことを覚えるのだろう。学校に入った頃はすんごいや
る気にあふれているのに、気が付いたらダルそうな顔になっている。7 月いっぱいは仕事が（どろん
こ）普通に在ったので、子供たちの宿題がどれだけあるかなど気にする余裕はまるでなかったし、や
っているだろうとタカをくくっていたのだ。そして 8 月に入る。登校日の前日、準備物を見てハッと
気づく。こいつら宿題は?プリント何枚かに手をつけただけで、やった気になっているちい。ランド
セルを開けた様子のない朔。そりゃそうだ、親がいないんだもん。天国だよね。TV,マンガは見放題、
その上こっそり兄貴のゲ-ムまでやっちゃってえ。私にメチャクチャおこられたのは言うまでもない。
そしてそのつけは月末まで続いている。
②我が家の、というか私の掟として、美術館、博物館にやってくる特別展に必ず観に行くよ！という
のがある。今年の若冲と古代文明。もちろん行った。若冲の動き出しそうな筆使い。トキのミイラに
細かい宝飾の数々。走り回られると困るので朔と見て回ったのだが彼は絵よりも形のあるものに興味
があるようで螺鈿か蒔絵の重箱を熱心に見詰めていた。そして極め付けが文明展。まず、目に入った
エジブトの神官の棺をながめ回し、黄金のマスクに目を奪われ、兵馬桶に見入っていた。彼の新しい
夢はエジブト学の吉村作治氏の様になること。かなうといいね。
③この夏最大のイベントは合唱団の 10 周年記念コンサ-ト。一期生から 3 歳の子まで総勢 70 名の舞
台。ちいは指揮に挑戦し、しっかりやり遂げた。メインは後半のミュ-ジカルで谷川賢作氏作曲のも
の。ちいも朔も台詞あり。蕉耶は物語の頭とおしりで登場。女物の着物を着て客席から現れ、おねえ
言葉の台詞、相方の男の子と二人、お客さんの笑いを誘っていた。琴はクライマックスで客席通路を
駆け抜ける波の役。そして演出でいっぱいいっぱいの私を色々とサポ-としてくれた。当日駆けつけ
てくれた賢作さんのピアノは圧巻でステ-ジが何倍か盛り上がった。ラストは全員で合唱。私はこれ
が見たかったのだ。内の子 4 人が同じステ-ジに立つのを!!きっとこれが最後。次は上 2 人がきっと
いない。うたって踊って楽しいステ-ジだった。
＊井上姉弟＊

―― ―― 井上 志保

楓は小さい頃から「猪突猛進」という言葉がぴったりの子だった。辰年なのに、いつのまにかイノ
シシ年だと親の私が勘違いしてしまっていた。さて、そんな娘は、毎年長期休みに入るとまさに弾丸
のように宿題に取り組む。半ばころにはもうすっかりなにもかも終わって、まったりと大好きな漫画
や本を読んでいる。猛烈に読んでいる。多分、彼女がこれまでに読んだ本の冊数は、私が今まで読ん
できた本の数をもう超えていると思う。背丈ももうすぐで追い越されそう。今年が小学生最後の夏休
み。娘も夏の終わりを寂しがっているが、娘とやりたいことの半分も終わっていないような気もする
私もちょっと寂しい。
朝太郎の野球熱はまだ続いて、自分で立てたトレーニングメニューを毎日こなしている。雨の日は
ドカベン、タッチ、H2、巨人の星ばかり読んでいる。本は読まないのかなと思っていたら、人生で初
めて太い本を一冊読んだ。「もう本当に感動するよ。お母さんも読んでみて。」と目を潤ませて見せ
てくれた本は、『伝記：清原和博』。新聞もスポーツ欄は欠かさずチェック。唯一習っているピアノ
でも「巨人軍は永遠に不滅です」を教えてもらって毎日弾いている。マユゲンズにも新メンバーが入
った！なかなか筋のいい女の子 K ちゃん！いきなりマユゲンズのエース。あまりにうれしくて、夜な
べしてユニフォームを作ってプレゼントしていた。この夏、野球のおかげで体力、読書量、読解力、
ピアノ、手芸までいろんな力がついた朝太郎だった。単純って、すごいな。野球はロマンなんだな。

野の花館シアタ-月１回開催
6 月 24 日（寒川）関心が高く感想文もほとんどの方が書いて下さった。
＊「見たい」と思っていた映画でした。ありがとうございます。また、機会があれば（機会を作っ
て）再訪問させていただきます。会場も大変気に入りました。(Ｔ／Ｈ) 男性 67 歳
*集落がなくなる少なくなっていくことはさびしいと思います。復活してくるとよいと思い、いけ
るなら行ってみたい。
*400 年の歴史があった集落が消えてしまったのは全くさびしく悲しいことである。
社会が変化した
とは、自然の中で心豊かに生きていくことが、人間としては良いのではないかと考えさせられる映画
であった。
*素晴らしい記録映画ありがとうございました。懐かしい方も見られました。大変だったのですね。
*「寒川」の映画ずっと観たいと思っていた映画でした。内容のことは胸の内に色々と感じる事が
ありましたが、このような機会を与えてくださったことに感謝いたします。ありがとうございました。
女性 65 歳（西都市）
＊初めてきました。沖縄のヒエジマさんのご縁でこの映画を見る事が出来てとてもうれしく想いま
した。また、どうぞ良い映画や催しをされますこと願っています。本当にありがとうございました。
女性
*住み慣れ親しんだ故郷を離れる人々の心はどんな気持ちだったのでしょう。自分の生まれ育った
所と重ねあって見ました。感動いたしました。

事務局日誌より

これからの予定

5/31（木）10 時半〜グリ-ンコ-プ 100 円基金助成
施設慰問コンサ-ト第 1 回のゆり保育園（140 名参加） 2012 年
9/14（金）10 時半〜11 時 たかなべ未来づくり事業
6/19（火）19：00〜第 27 回いろり端会（6 名参加）
もものき保育園 慰問コンサ-ト③
6/21（木）１０時半〜ＧＣ１００円基金助成
施設慰問コンサ-ト第 2 回都農聖愛幼稚園（50 名参加） 9/16（日）12：30〜13；30 9 月定例会
13:30〜野の花館シアタ-（ホームカミング）
6/24（日） 12：30〜13：30 6 月定例会（10 名参加）
13:30〜野の花館シアタ-（寒川）
（15 名参加） 9/23（日）13 時半〜野の花館ミ-ルミニコンサ-ト
（参加費大人のみ 500 円）
6/28（木）１０時半〜Ｇ.Ｃ.１００円基金助成
施設慰問コンサ-ト第 3 回西都愛育幼稚園
（130 名参加） 10/7（日）麹づくり（10 時〜）
10/13（土）みそづくり（10 時〜14 時）
7/7 (土)14:00〜第 30 回記念ミ-ルコンサ-ト
高鍋町美術館ホ-ル（96 名参加） 10/15（月）グリ-ンコ-プ 100 円基金演奏会川南幼稚園
7/17 （火）19：00〜第 28 回いろり端会（4 名参加） 9/18、10/16、11/20（火）19 時〜いろり端会
10/21（日）12：30〜13；30 10 月定例会
7/22（土）12 時半〜7 月定例会（9 名参加）
13:30〜野の花館シアタ-（お問い合わせください）
１３時半〜シアタ-（Always 三丁目の夕日、9 名参加）
10/25（木）10 時半〜11 時 たかなべ未来づくり事業
8/4（土）１９時〜平和を考える集い 2012
石井記念やまばと保育園 慰問コンサ-ト④
(花いちもんめ)公演 （62 名参加）
10/28（日）高鍋町子育て応援フエスティバル
8/21（火）19：00〜第 29 回いろり端会（5 名参加）
11/3（文化の日）いろりびらき 2012
8/26（日）12 時半〜8 月定例会（6 名参加）
１３時半〜シアタ- （Always 三丁目の夕日、9 名参加）
野の花館へのご支援感謝します！
２０12 年度分会費、寄附金をよせてくださったみなさまです。
(12.6.1〜12.8.31.受け入れの方々)[順不同、敬称は省略させていただきました]
石崎諭・春江、榎本ミヨ子、岡山勇、片渕貴嗣、梶原やす子、川原志保、北川義男、熊谷印刷、國生美南子、杉田良子、
高橋裕子、高山修二、田村直美、田村光弘、田村健,田村淳一郎、寺井明日香、友成昌亮, 長友早苗、蓮野典子、林夏実、
前田晶子、松葉サチ子、ミール、山口由美、
ありがとうございました。

2012 年度分会費(賛助会費 2000 円) 未納の方、納入宜しくお願いします。
ご意見ご感想ご質問などお寄せください。〒884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋 2664
特定非営利活動法人 野の花館
phone＆fax:0983-23-0701
E メールアドレス:nonohana̲tknb@ybb.ne.jp
URL:http://nonohanakan.com
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