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今 年 の桜 は早 国に咲 いた …・
い の ち

～別れと旅立ち、そして生命輝 くシンボル ;サクラが咲いた～

桜前線の北上が春の到来を告げる。ここ湘南

では、新年度のスター トに花を添えるのは桜だ

と思っていた。 しかし、昨年は桜の花を本格的

に楽しんだのは、 4月 の 2週 目に入つてからと

遅かったが、今年は3月 の 20日 過ぎにはもう

右の写真のように満開を迎えてしまった。

早めに咲いた桜の花は、卒業式や退社式など

卒業や別れの旅立ちの場に花を添えてくれた。

入学式や入社式などスター トラインに立つ人々

には、例年とは違って遅咲きの桜と若葉がエー

ルを送つていたように感 じた。
「今年の桜は早めに咲いた・ 。・」といえば、思い浮かぶ歌がある。NHKの 上

曜時代劇の主題歌にもなって、広く知られていった「いくたびの櫻」 (山 上路夫作
詞、佐藤博作曲)と いう歌だ。「今年の櫻は早めに咲いた・・・春はめぐれば 櫻
は咲くもの 今まで私もそう思っていたけど 一年生 (い)き てた 証だと 今で
は感 じる 花びらひとひらさえ大切なその命・・・」桜をテーマに生きることの大

切さを訴えかけてくる詩を、「ふくい舞」がやわらかに歌いあげているのが印象的。
昨年この欄でアメリカの歌手のシンディー 0ロ ーパーが、東 日本大震災から1年

後、津波の被害を受けた宮城県石巻市立大街道小学校を慰問し、桜の苗木 10本を
子どもたちに贈ったことを書いた。そのときの桜は「復興と再生」のシンボルであ
り、桜の苗木も子ども達もすくすく成長して、近い将来美 しい花を咲かせてほしい

という祈 りを込めて取り上げた。しかし、今年は早く咲いた桜を眺めながら「別れ
や旅立ち」の場であつても、しみじみとした詩にも似合 う花であることに気づかさ
れた。 「復興と再生」と「別れや旅立ち」は一見違 うような言葉だが、共通項の

意味がありそうだ。それはどちらも生きることへの行動表現であり、生命 (いのち)

を一生懸命輝かせることへの行動表現であるように思 う。
さて、今年もNHKの Eテ レビでは様々な教室が始まった。私事で恐縮ですが、

今年の生命を輝かせるためにハングル語とスペイン語を学ぶ決心をしたが、三日坊
主にならないかそれが問題。年度初めにあたり気持ちも新たに歩み出された方も多

上原公園の近く境川沿いに咲く桜 (3月 24日 )



いのではないかと思いますが、何事も「継続は力なり」といいます。三日坊主にな

らないように頑張つていきたいものです。

地球市民友の会の25年度の活動もスター トした。「明日の花、みんな今 日の種

の中」をモットーに新たな気持ちで命輝 く活動を進めていきたい。

これまで当団体を支えてくださいました皆様のご支援ご協力をこれからもどうぞ

よろしくお願いします。

/と
|、
けリレ

一 _日 坊 主 と は ?
飽きつぽく長続きしないことを「三日坊主」といいますがその語源は、

僧の修行は、早朝からお勤めが始まり、食事も粗食で規則正しい生活を送ら

なければなりません。せつかく出家しても、中途半端な気持ちで頭を丸めて

坊主を志した人は修業の厳 しさに二 日もたたない うちに俗界に戻つてしま

うのが常でした。こうしたことから「三日坊主」という熟語が生まれたとの

ことです。はてさて三日坊主を防ぐ名案は? あれば教えてほしい～ !!

藤沢市公益的市民活動助成金獲得 1

2月 23日 (土 )、 藤沢市労働会館において、「平成 25年度藤沢市公益的市民活

動助成事業」の公開プレゼンテーションが行われ、再度審査に合格して助成金をい

ただくことが決まつた。

地球市民友の会は、昨年度発展コースに応募 し、当会の活動の発展性が認められ

40万円の助成金をいただいた。平成 25年度は、2月 23日 に今福、黒澤、澤野

の 3人で公開プレゼンテーションに臨んだ。その結果、発展コース応募の 6団体中

2位で審査を通過、最高40万円の助成金が交付されることになつた。これも当団

体の活動を支えてくださつている方々のおかげであり、当会の活動が藤沢市に認め

られた結果だと考えている。この快挙をご支援くださっている皆様とともに喜びた

いと思 う。

参考までに審査を通過した団体は以下の通 り。

・NPOワ ップフィルム (リ ージョンフィルムネットワークプロジェク ト事業)

0ねこきちの会 (飼い主のいない猫と人が共生できるまちづくり推進事業)

・NPO里 山景観 と農業の再生プロジェクト (環境の保全を図る活動事業)

日本語教室;生徒の声を紹介します
私はペルーから来た 里 ロレンソと申します。日本に来てから23年になります。その

したが、日本に来てよかつたと思います。日本は世界あいだいいことも悪いこともありま

の中で一番安全な国と思います。

さわの先生のおかげで、日本の文化と生活やしゅうかんを学んでいます。漢字の勉強も

楽しいけど覚えること、書くことが難しいです。日本の文化をもつと知りたいから、これ



からも、またよろしくおねがいします。

せんせいたちは、まいしゅう日本語をいつしょうけんめいにおしえています。私たちの

ためなのでいつぱい感謝しています。

NFOリーフレットの外■語版尭成 1

NPO地 球市民友の会の活動を、より多くの方々に知

つてもらうために日本語版だけでなく外国語版の リー

フレットの必要性を感じてきた。今回スペイン語版とポ

ル トガル語版が完成 した。その効果が期待される。

次は英語、ヴェ トナム語、韓国語、中国語などによる

リーフレットを作ることに取り組んでいる。

お知らせ&報告

☆NPO法 人地球市民反の会 第3回通常総会

日時 :5月 25日 (土)午後5時～  場所 :東勝寺

内容 : 2012年度事業報告、収支報告

2013年度事業計画、収支計画、他

※会員のLEL様には往復はがきでご案内しています

☆お泊まり会

日時 :8月 24日 (土)25日 (日 )

☆流しそうめん

日時 :9月 21日 (土 )

☆年末国際交流会

日時 :12月 29日 (日 )

NPO地球市民友の会の紹介

同じ太陽を浴びる地球市民、みんな友だち。

来てよかつた日本、住んでよかつた湘南でありたい。

地球のみんなが明るく楽しい生活を送れることを
めざして活動をしています。

☆ 日本語友の会

日本語を必要とする外国籍の人に日本語を教えています。毎±8麗 日 (他の曜日若

干名)の午前 10時から12時、東勝寺客殿において開講。(第 1土曜日は休講)
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