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本紙マスコットキャラクター

「心ちゃん」

　英国のロックバンド “QUEEN” が大好きな
後藤さん。コンサートを観るためロンドンに行っ
たことがあるほどの大ファンです。
　およそ10年前、QUEENのギタリストでブラ
イアン・メイが愛用するギター「通称レッドスペ
シャル」の魅力にひかれ、プロのギター職人にレ
プリカのギターを注文したが、マニアからの注文
過多で２年半待ち。それならと心機一転、“自作
のギターを作ろう！” と熱き思いで製作に取り組
まれました。
　余暇時間での作業なので、完成に要した期間は

３年。材料は色々な機械等の部品を使用し、入手
困難なパーツは自身で加工するなど気が遠くなる
ような工程を経てやっと完成。失敗と補修の連続
だったそうですが、世界に一つだけの自作のレッ
ドスペシャルギターで大満足。大切な宝物で今も
大事に使われています。
　愛用の自作ギターも年月が経ったので大掛かり
なメンテナンスを考案中。ものづくりが得意で、
保存している材料やパーツを用いてもう１本ギター
を作ろうと闘志を燃やされています。
（文・編集／増岡正代、鈴木増子、今村義明、有賀文子、写真／鈴木増子）
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憧れの自作ギターで
演奏を楽しむ

分かるかな？　左：プロ作　右：自作



うれしの生活創造しんぶん　Vol.107

　加東市東条福祉センターとどろき荘内で、毎月
２回、第一・第三土曜日に喫茶 “とどろきカフ
ェ” が開かれています。大変な賑わいで、コー
ヒーと温泉たまごに入浴割引券がついて150円。
高齢者の居場所をつくろう、自分たちの町を元気
にしようとボランティアグループが、平成27年9月
に立ち上げました。
　「これからの時代、高齢
者をはじめ地域の誰もが気
軽に立ち寄り、お茶を飲ん
だり、お喋りや食事をした
りする場所が必要やなあ
…」の街の声を受けたこと
がきっかけで、代表の邦近
従宏さんが中心になり賛同
者を募り、開設に向け他地
域の運営状況や課題など問題点の検討を重ね、社
会福祉協議会、東条地域まちづくり協議会の支援
を受けて、スタッフ20人でスタートしました。
　カフェは、入りやすく、親しみがもてるように
工夫され、テーブルには、四季を感じる花、おし
ゃれで落ち着いた空間が広がっています。「高齢
者が楽しい時間を過ごす」「人と人の交流で生き
がいを見つける」という生きがい創造の場を目指
し開かれてい
ます。
　なかでも、
年２回、東条
デイサービス
センターと連
携した、さく
ら祭り・クリ

スマス会には大勢の参加があります。ステージで
は、毎回、音楽の演奏、健康体操など、参加者が
楽しめるような催しものが企画されており、披露
するボランティアグループの熱演で会場内は、温
かい雰囲気で一杯になります。「今日の〇〇さん
面白かったね！」「懐かしい歌、歌えてよかった

わ」など楽しそうな会話が
聞こえてきます。これをに
こやかに見守るスタッフの
一人は「これからは、後継
者の育成が課題です」と話
します。
　参加者からは「人と話し
たり、歌ったり、笑ったり、
毎回来るのが楽しみや」と
大変好評です。代表の邦近

さんは「今日の賑わいは、多くの皆さんの支援が
大きい、これからも、皆が元気になれる場所とし
て、続けてゆきたい」と話されています。今後高
齢化がますます進むなかで、地域の高齢者をどの
ように元気に
してゆくのか
大きな課題で
あり、ボラン
ティアグルー
プの取り組み
に期待が高ま
っています。

【カフェ開設日時】
毎月　第一・第三土曜日　9：00から11：30

（文・写真／中前勝美、編集／初田ちづ、竹内貞美）

北播磨の地域活動北播磨の地域活動北播磨の地域活動
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　稲垣勝子さんは、西脇市大垣内の自宅で食育料理教室・
キッチンスタジオ「五味五感（ごみごかん）」を開かれて
います。旬の食材を使った体に優しいお料理を多くの方に
教えられ、時には地域の料理講習の講師やケータリング
（出張調理）にも応じられています。
　今回は甘くてやわらかい春キャベツと筍、アスパラを使
用したスパゲッティです。

　春は万物が生まれ育つ季節で、店頭にはたくさんの春野菜が並びます。季
節の初物を食べると長生きできるとか… ぜひお試しください。

① スパゲッティは湯にオリーブオイル大さじ１を入れ、表示された茹で時間よ
り１～２分短く茹でる。茹で汁は50㏄ボウルにとっておく。

② 春キャベツは大きく３㎝に切る。
③ 茹で筍は薄く５㎝の縦長に、赤パプリカも縦長に切る。
④ アスパラは１㎝の斜めに切る。
⑤ ボウルに白だし醤油、生クリームを合わせる。
⑥ フライパンにオリーブオイル大さじ１とにんにくのみじん切りを炒め、香り
が出たら②③④を炒める。しんなりしたら①を入れ混ぜ、⑤を入れて塩、
こしょうで味を調える。

⑦ 器に盛り、しらす干しとレモンを添え、食前にレモン汁をたっぷりかける。

●作り方

（文・写真／柳田みどり、編集/清水貴美代、北田芳博）

（文／眞子琢仁、写真／青山図書館 辻本司書提供、編集／石田信彦、横山恵津子）

【材料】（４人分）
スパゲッティ　　300ｇ
春キャベツ　　　300ｇ
茹 で 筍　　　120ｇ
赤パプリカ　　　１/４個
ア ス パ ラ　　　２本
しらす干し　　　80ｇ
にんにくみじん切り　１かけ
白だし醤油　　　大さじ４
生クリーム　　　大さじ６
オリーブイル　　大さじ２～３
塩、こしょう　　適量
レ モ ン　　　１/２個

わたしの美味しい暮らしわたしの美味しい暮らしわたしの美味しい暮らし
北播磨地域で生産されたものを使った料理レシピを紹介します。

「美味しいもの」をいただいて元気になりましょう。
第21回
春の爽やかスパゲッティ

稲垣勝子さん（西脇市）
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の
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今回のナビゲーターは…

三木市立青山図書館
　青山図
書館は三
つある三
木市立図
書館のうちの一つで、緑が
丘・青山地区住宅街の北東
寄り、近くに学校や飲食店、
大型店舗が並ぶ青山公民館
の中にあります。身近で役
立つ図書館として、小さな
子どもたちから高齢者ま
で、多くの人達に利用され
ています。

『ZAGAZOO　ザガズー
じんせいって　びっくりつづき』
執筆者：クェンティン・ブレイク
　訳　：谷川俊太郎
出版社：好学社

　それぞれの場面
がそれぞれの世代
に当てはまる、な
かなかユニークな
お話です。初めて
の子育て、成長、
子どもに対峙する
大人の苦労と喜び。やがて親は老い
ていき……なんて人生はびっくり続
きなんでしょう。英国の作者ブレイ
クによる暗示は絵本の醍醐味と人生
の真実も教えてくれます。

《みきおはなし会＊絵本の森》
　図書館
で絵本の
おはなし
会を始め
て30年。

絵本を読み聞かせたときの子どもたち
の表情や呟きから選書のよしあしを地
道に判断しながら、次にはどんな絵本
で出会おうか……という繰り返しの
30年だったそうです。司書の方を交
えた毎月の研修会を支えに、これから
も絵本を携え週末のおはなし会を目指
しますとのことでした。皆さん！子供
さんを連れて、おはなし会に参加され
ませんか？

おすすめ！
第11回

ぐぐっと！本棚ぐぐっと！本棚ぐぐっと！本棚ぐぐっと！本棚

〒673-0521　三木市志染町青山3丁目15番地の2（青山公民館内）
TEL.0794－87－8000　FAX.0794－87－7100

三木市立青山図書館

北播磨地域には、本の楽し
さを伝えるナビゲーターが
数多くいます。そんなナビ
ゲーターに、おすすめの本
を紹介してもらいました。



ぐぐっと！北播磨　Vol.107
編集／うれしの生活創造プラザ うれしの生活創造応援隊
発行／公益財団法人　兵庫県生きがい創造協会　
　　　嬉野台生涯教育センター
　　　〒673-1415　加東市下久米1227-18
　　　E-mail:ureshinoplaza@hyogo-ikigai.jp
　　　http://www.hyogo-ikigai.jp/ureshino-bo/ureshino/plaza/

★イラストの一部は応援隊が描いています。
★年3回、3,000部発行し、北播磨地域の公民館や病院、
店舗などに配布しています。
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　春の日差しが感じられる季節となりました。今回、平成最後
となる「ぐぐっと！北播磨」第107号をお届けします。次号の
発行について、元号はどうなるかわかりませんが、更にバージ
ョンアップして、皆様によい情報をお届け出来ればと思ってい
ます。また、本年、嬉野台生涯教育センターは、創立40周年
を迎えます。記念すべき行事も計画されているようです。ご期
待ください。今後共、どうぞよろしくお願いいたします。

（文／足立いつよ、編集／橋尾三千代／竹本早苗）
次回予告 次回は、7月1日発行となります。お楽しみに。

新日本歩く道100選認定
～絶景の道　

　加西アルプスは加西市の南西
部にあり、北条鉄道の法華口駅
より約２㎞で登山口です。
　善防山（251ｍ）は、山頂に
赤松氏が山城を築いていました

が、1441年嘉吉の乱で落城し、
巨岩が転がっています。展望は
良く、晴れた日には明石海峡大
橋や淡路島、千ケ峰が望めます。
笠松山（244ｍ）山頂は展望台
があり、加西の街や長の石山、
田園風景が一望できます。縦走
コースは低山ながら、雑木林、
シダの多い所、なだらかな所、
急な坂で鎖場、ロープ、吊り橋
と変化に富み飽きさせません。
ちょっとした足ならしから、登
山の訓練等岩場が多いアルプス
のミニ版を楽しんで『貯筋』し
てみませんか？

善防山

古法華つり橋

　善防山へ登る道は２コースで
したが、善防山活用部会長山本
貞一さん達の尽力で５コースに
なり、登山客も増えたそうです。
感謝の声を聞くと、やりがいが
あると話されました。
（文／岸本好子、写真／加西市提供、
編集／高橋一彰／小岩一明／増岡三恵子）

ぶら～り
　 北播磨
ぶら～り
　 北播磨
ぶら～り
　 北播磨
ぶら～り
　 北播磨

加西アルプス
善防山～笠松山
（加西市）

うれしの円卓うれしの円卓 〈Vol.32〉

嬉野台生涯教育センターの
取り組みや催しものを
心ちゃんがリポートするコーナー
こころ

うれしの生活創造プラザに
展示コーナー、展示作品募集中！!

ふるってご応募を!!
　うれしの生活創造プラザ（嬉野台生涯教育センター
事務所横）は、登録グループをはじめ地域住民の学
習成果の発表やグループとの交流、情報提供の場と
して活用されています。
展示を希望される方は、当センター事務所まで
ご連絡ください。
〔問い合わせ先〕TEL：0795－44－0714

うれしの春のフェスティバル2019
～嬉野台生涯教育センター創立40周年記念事業プレイベント～

♪嬉野台へ Let’s GO♪
期日：2019年5月4日（土・みどりの日）
場所：県立嬉野台生涯教育センター

　カヌー・ひょうご冒険教育（HAP）、工作等の体験
コーナー、スタンプラリー、移動博物館車、模擬店、
作品展、ステージ発表、大抽選会など、子ども
から大人まで楽しめるイベントが盛りだくさ
ん！北播磨の魅力を一挙にご紹介します。
〔問い合わせ先〕
　TEL：0795－44－0714

おさ

か きつ

【４月から11月の作品展】
４月・５月　絵遊会（かいゆうかい）
６月　　　　うれしの友の会絵手紙教室
７月・８月　美人画（上村松園に魅せられて）
10月・11月　うれしの篆刻同好会
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