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安 松一幸さ ん寄稿︵ 包末︶
私と 水車との 出会いは かれこ
れ十年 程前︑宿 毛市の偉 人生家
跡や史 跡見学に 行き︑帰 りに中
村の水 車を見物 に立ち寄 り豊な
水量の 大きな川 に幾つも の大き
な水車 が回って いるのを 見たの
がきっ かけです ︒自分も 作って
みたく なりそれ 程大きな 水車は
無理で も︑自宅 横の川に 合った
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小さな 水車であ れば︑素 人でも
出来る と思い一 個だけ作 ってみ
ました ︒それが ＪＡの広 報にも
載り多 くの人々 が見に来 てくれ
ました ︒
水車 通りにし ようと思 い︑だ
んだん 数を増や し十個に までな
り︑回 転を利用 していろ いろと
仕掛け も作りテ レビでも 放送さ
れまし た︒遠方 からも多 くの人
達が小 さい子供 や孫を連 れて見
に来て くれ︑大 変喜んで 見てい
ました ︒
川干 期を除き ︑年中回 ってい
るので 傷み壊れ たのを放 置して
いるの を子供達 ががっか りして
いるの を見て︑ 丈夫なも のに作
り直す 事にしま した︒今 では全
て二代 目のもの ばかりで す︒川
沿に水 に良く映 るアジサ イを植
え︑又 以前から やってい たサツ
キの盆 栽︑ツツ ジ︑フジ もあり
四月か ら六月ま で何らか の花が
楽しめ るように してみま した︒
そし て趣味で 集めてい た古い
鬼瓦も 並べてあ り︑見に 来てく
れた人 が珍しが って見て くれま
す︒又 昔の清流 を取り戻 そうと
環境美 化運動に 取り組ん でおら
れる大 学の先生 が講義の 良い教
安松さん、自慢の水車とあじさい
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材にな ると写真 を撮りに 来られ
た事も ありまし た︒
水車 の管理や 盆栽の手 入れ等
大変で 年々負担 になって 来まし
た︒し かし趣味 でやって いるの
を多く の人達が 見物に来 られ喜
んでく れるのが 励みにな り︑又
ぼけ防 止にもな ろうかと 思い︑
少しで も長く続 けようと 思って
おりま す︒
半日ほ ど試運転 に薪を焚 いてみ
た︒
西 野義輝さ ん寄稿︵ 福船︶
夕闇 が迫り静 かに燃え る火を
過日 ︑岩村公 民館の広 報部よ 眺めて いると︑ ガスや電 気には
り岩村 ふれあい 便りに何 か投稿 ない心 の安らぎ を覚えた ︒
さあ︑
し て く れ な い か と 電 話 があっ 感傷に 浸ってい るのはこ れまで
た︒そ の時は思 いがけな い事で にして ︑元の動 機に戻っ て︑ピ
一瞬と まどった がよく考 えてみ ザを腹 いっぱい 食うてみ よう︒
ると︑ せっかく の機会を 生かす しかし 赤土は錬 ってもピ ザの生
手立て はないも のかと考 え︑日 地はよ うねらん ︒自分の あわて
常の事 を書く事 にした︒ 花鳥風 も の ぶ り に お も わ ず 笑 いが出
月か︑ いや待て よ︑食う か飲む た︒
のもえ い︑飲む のはボロ が出る
この 投稿で読 者の皆様 にパン
恐れが あるので ﹁食う﹂ にしよ 焼き窯 が出来た ことを知 ってい
う︒先 日庭に赤 土を錬っ て︑薪 ただき ︑ピザや パン焼き に興味
焚きの パン焼き 窯を作っ た︒そ がある 人と一緒 に楽しむ ことに
れもピ ザが旨い ので﹁腹 いっぱ しよう ︒
い食う てみたい ﹂ただそ れだけ
食べ てみたい 方︑焼い てみた
の事で 一か月余 りの労を 要した い方︑ 気軽にお 声をかけ て下さ
末に︑やっと出 き上がっ たので︑ い︒

連絡090-7574-2431西野まで

