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大盛況 l流しソーメンを楽bO会
9月 15日 (土)日 本語教室が終わり、引き続き東勝寺境内は流 しソーメンの会

場に早変わり。にわか雨がちょつと気になる空模様だが、長～いソーメン流 しが始
まつた。外国に繋がる大人や子どもたち、お泊まり会やN :
PO地球市民友の会の関係者など総勢 40余名が流 しソ
ーメンを楽しむ会に参加 した。法事や掃除等多忙にもかか

わらず、住職が自ら用意した長～い孟宗竹でこしらえた樋
の両側には箸とおわんを持った人の行列ができた。その間

を水の勢いにのってソーメンが流れ下ると大きな歓声が

上がった。ハシで上手にすくい上げ、特製汁に浸していた

だくソーメンは格別でいつもよりお腹にするすると入つ

ていつたようだった。満足そうな笑顔と話し声がしばし続
いた。

今年は集まった子ども達の誰かさんの誕生 日とい うこ

とで用意されたケーキを囲んでハピバースデーを歌い集ま

してもらっている光景が′いに残つた。
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忙は「lb+亡」で成り立つ漢字。亡は「な<なる、ない」の意味を含んでいる。

あれやこれやと何かに追われて、心がまともに存在しない状態、落ち着かない気持

ち、いそがし<てひまがない状態などを表している。

(例)この夏は仕事が忙し<て家族で旅行することが出来なかつた。多忙な毎日

を送つている。雑務に忙殺される。

忙の反意語は「閑」「ひま、しず (か )」 と読み、「ゆつたりしている、おだやか

おちついている ようす」を表す文字。  閑なき忙の人生はつらいですよね～。

「心+亡」でもう一つ「忘」という漢字がある。この場合の亡は人が隠れて姿を

見せな<なる事を示していて、lb中から姿を消してな<なる。つまり「忘」はわす

れること、記憶が心の中から消え去ることを表している。

(例)電車に傘をわすれた。時のたつのも忘れてゲームを楽しんだ。痛みを忘れ

私のことをいつまでも忘れないでね。



第2回TER[写、とも交流サ回ン開催
NPO法 人 地球市民友の会は、この 10月 で設立 2周年を迎えた。それに先だ

って8月 25日 (土)午後 6時、湘南台の相鉄フレッサイン 1階にある「やよい」

において「TERRAと も交流サロン」を開催 した。

NPOの 運営や活動に関わっている人、会員としてNPO活 動を支えてくださっ

ている人等 17名 が参加 して

交流を深めることができた。参

加者一人ひ とりからのお話や

事務局からの活動報告や今後

の予定に耳を傾けながら、今後

の運営や活動について活発に

意見交換をすることができた。

何よりも普段あまり合 うことのできない人同士が

を図ることができる「TERRAと も交流サロン」

、一同に会して交流を深め親睦

は今時クールかもしれない。

目.本語教室;生徒の声を紹介します
私はペルーから来た ニコ カルメこと申します。 日本に来てから12年になります。

TERRAと も日本語教室で勉強しようと思つたきつかけは、仕事場の仲間とつきあいた

い (日 本語で話したい)と 思つたからです。

教室に通い始めてから3年 6ヶ 月になります。私は今 「みんなの日本語」という教材を使

つて文法などを学習しています。私の目標は学習したことを使つてスムーズに話せるよう

になることです。これから日本の習慣や歴史・文化の勉強もやつてみたいと思います。

<感想> 最初の頃より日本語を話すときに、少し話しやすくなつてきたので、これから

も勉強を続けたいです。

私はペルーから来た ネ リ と申します。 日本に来てから11年になります。TER
RAと も日本語きょうしつでべんきょうしようと思つたきつかけは、友人にさそわれたか

らです。きょうしつにかよい始めてから2年 4ヶ 月になります。私は今かんたんな読書と

新聞記事を読む学習しています。私の目標は日本語で日常生活をおくれるようになること

です。これから能力しけんをうけ、いろんなべんきょうをしたいと思います。

<感想> ボランティアなのにいつしょうけんめいおしえていただいて、先生たちにあり

がたい気持ちでいつぱいです。みんなやさしいし、場所もべんりでかんきょうもいいです。

せいともみなさん毎日いそがしくはたらき、なかなかひまがないのですが、お寺に来てが

んばつてべんきょうをしています。休み時間にはお茶をのみながらおしゃべりもたのしん

でいます。



日本語教室 (土)の活動状況 (2012年 1月～6月 )
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ベ トサーム か [ら の メ ー ル #5
ベ トすムの会社の様子。何年かいないと、わからないこともた<さんあるでしょうけれど、染まり

さらないから気が付<ことも多<あると闇います。前に書いたことと重複する部分が多いと悪いま

すが、その点はご容赦<ださい・ 。・・・

・始業、就業の時間はハッキリ決まつているといつているが・・・個展人が自由に調整 している。

・カレンダーは職場にほとんどない (壁はもちろん机の上にも 。・ ◆PCで管理してる?)
・組織図がない?(あるかもしれないけど見たことある人いない)「直属の上司だけ知ってれば十

分、なんでそんなこと知りたがるのか理解できない」と言われたので命令系統と職掌の関係を矢□

りたいので・ 0・ 」と言うと「あなたに何の関係もない、上司が仕事を指示するからそれをやれ

ばイイ !」 と言われちゃつた !!!!!
・朝も夕方も取り立てて挨拶しない 。・・目が含うとニコッとしたり、日eloと言つたりして<れ

るが、オハヨーと言つてオフィスに入つて<る人はL●L無
。いつの間にか机の前に座っていて、い

つの間にかいな<な つている。 (外国ではままある)

・昼休みは適当に 11:45～ 13:15<らいに食堂でとる。 (工業団地なので外には何もない)

・昼休み、食堂へ向かう最後の人は必ずオフィスの照明をスイッチオフする。 昼ごはんが終わっ

た人はイスに座つて寝ている、もっと本格的な人はイスを横にどけて床にビニールシー トを敷き

ヨットパーカーを頭からかぶって、横になって寝る。 照明を消したオフィスの床に死体のよう

に机の下に横たわつている 。・・。女性の80%<ら いは昼寝をしているようです。

・ 13時に大きな音楽が鳴り響いて照明が点灯し起こされるが、パッと起きる人はいない。 5～

10分モゾモゾしてから起きる。

・女性はオフィス内をハダシで歩<人が多い。ハダシでイスの上に胡坐をかきキーボードをたたい

ている。スカー トの中身が見えそうな人も・・・・ 。 (ミ テマセン !)

。女性の80%は 日本の OLに近い服装、髪型、残り20%は 丁シャツまたはポロシャッにジーパ

ン、ゴムゾウリ。

・男性は逆で20%の 人が長袖または半袖のシャツに普通のズボン、80%の 人がヨレ∃レの 丁シ

ャツまたはポロシャツにジーバン、ゴムゾウリ。実にシマリガナイ・ 00よ うな感じを受ける。

・時々誰かが歌を歌いだしたり、ギターの練習をはじめたり 。・ e自由な雰囲気 !



・退社時に机の上を整理してい<という習慣がな <、 今そこで仕事してました 。00という状態の

まま帰る。PCの画面は消すが本体の Power Offは しない (深夜 updateがある ?)。
0人の電話は決して取らない、 5分<らい鳴り続けていても。

・講堂または食堂で何かのイベントがあると全員がゾロゾロで出て行つてオフィスに誰も残らない

急に全員が 1～ 2時間も席を外しても誰も困らない !

。難しいことは速<手をヨ|<(ババ抜きと同じ、理由なんかどうでもよ<早 <自分の手を離れれば

よい、後は矢□らない。

・原因の追究なんて面倒なことは考えもしない、手直し、修繕まで。インスペクション、検査は

それをやることになっているからやるので、キチンと検査したら「やり直し」などでてきて面

倒をしょい込むから・ 0。 。ということで。

・悪いニュースはなるべ<最後まで表に出さない。途中で解決するかもしれないことを先にみんな

の前にさらけ出してことを荒立てた<ない。 (こ ういう考え方もある)

・売上げが0乍年比25%も 増加したと幹音6会議でみんな拍手拍手。ある日本人が数字をよ<見ると

契約件数、工数が増加したのではな<、 円建て契約のための為替差益でしかないとわかり「ビジ

ネスの本質を考えないと・・・」と言いかけた途端、みんなが喜んでいるのに水をさすようなこ

というな 000(と までは言われなかつたが、それに近い雰囲気でマアマア 0◆ ◆ととりなされ

たとのこと) その後、この本質については今だに話そうという声は上がらない 。・・・

<この内容の続きは次号で> (今福民生)

「お泊まり会」参加希望者少な<延期

8月 18(土)～ 19(日 )、 1泊 2日 の日程で東勝寺を会場に開催を予定していた夏休

み恒例の行事である “お泊り会"は、参加希望者が 10人未満ということで開催を断念す

ることになった。今回は坐禅や清掃、流しソーメン、花火やスイカ割り等のこれまでのメ

ニューに加えて、お楽しみの時間を大学生に企画段階から関わつてもらい、新しいメニュ

ーを開発するなど「お寺で共に遊び食事をし泊まる」宿泊体験行事の充実をめざしていた

だけにちょっと残念。お泊まり会を楽しみにしていた子どもたちには申し訳なく思つてい

ます。開催 日時や宣伝方法の問題など、今回の状況の振り返 りをきちんとして次回の “お

泊まり会"に備えたいと考えています。

これからの主な行事・お知らせ

☆忘年会 (年末懇親会)  日8寺 :12月 30日 (日) 18:30開 会

場所 :東勝寺

会費一人 1000円 (小中学生500円 )& 料理(3～4人分)一品持ち寄り

料理の提供がない場合は、会費 1000円  & 料理代2000円
☆M I NttOMO交流会  日時 :12月 1日 (土) 10:OO～ 15:00
(主催:MINTOMO実行委員会)場 所 :湘南台/AN民館地下 1階ホール

対象 :湘南台地域を中心とした子どもとその保護者

(外国籍市民と日本人市民)


