常にしているところにネタが
かくされて︑それを見つけて

ので﹁モーツアルト弁当﹂とし

のニ百五十周年誕生日でした

ンには︑この日はモーツアルト

け紙をつくりました︒デザイ

しました︒弁当には統一の掛

て三ケ所の弁当やさんに注文

百二十個という目標をつくっ

てしまえばお店も困るので︑

で何百個も出来ないし︑残っ

えました︒昼の弁当を一ケ所

店にも通知して準備をととの

くようにとマップを つくり各

四百人の昼の食事がうまく行

学校の校門前の校長としては

有りがたい情報を頂きました︒

街で受け持って欲しいという

にこの日のお昼の食事を商店

越したことはない︒二週間前

合って教育の質が向上するに

わからないが︑先生方が学び

研究会という︒どんな内容か

子供たちの授業を 見な がら

先生方々が約四百人集まり︑

国から小学校の先生︑大学の

という催しがありました︒全

荒町小学校で自主公開研究会

一月二十七日︒店の向いの

モーツアルトの誕生日に﹂

﹁ あえてよかった

モーツアルト弁当売る

伝ってもら いました︒午前八

前の孫の帆乃花と和佳奈に手

人であげられないので︑登校

した ︒また︑この長い看板一

く︑開会前に私に会いに来ま

ん﹂を吹きこまれていたらし

友達という ことで﹁幸五郎さ

たという先生は井上校長とは

くしていました︒静岡から来

生方も︑この歓迎には目を丸

さすがに全国から集まった先

い字でドーンと書きました︒

ートルの木枠に同じように太

の入り口に四十センチ×三メ

てもらいました︒そして学校

生日に﹂とかいて︑各店に貼っ

てうれしい︑モーツアルトの誕

えて︑まずＡ三判の紙に﹁
あえ

した︒井上校長の期待にこた

えして皆さんに喜ばれて来ま

肝を ぬくよう な 演出でお迎

ターと看板で暖かく尚かつ度

した︒その度︑幸五郎はポス

来客は今までも 度々 あ りま

ました︒このような荒町への

下さい﹂と私も太鼓判をおし

と挨拶に来ました︒﹁
まかせて

茂子校長さんが私に﹁
宜しく﹂

トです︒この催しの前日︑井上

使うという幸五郎のコンセプ

すね︒利用出来る物は何でも

あればいですねと言われた︒

である︒こういう催しが毎日

も︑荒町が繁盛すればいいの

れ残りました︒自店はどうで

やきいもは焦げてしまって売

たので売上がすくなかったし︑

我が店を ︑ほっぽりだしでい

したよう でした︒ところが︑

なんとか︑町の活性化に貢献

トラン︑食堂はみんな満杯で

売しました︒さて︑近所のレス

引き取りましたがなんとか完

た︒結局七ケ残って私が全部

し車に積んで売って歩きまし

が返品したくないので︑手押

弁当は二十ケ位残りました

ました︒

っとやる気をなくしてしまい

くのボランティア事業にちょ

不愉快になりました︒せっか

ら わ なき ゃないと︑こっちも

ちの論理だが︑何で御礼をは

はないのといわれました︒こっ

行ったらムットしていて︑御礼

てから﹁ありがとう﹂といいに

をあたえなかったようで終っ

していたので相手にいい印象

借りに行きました︒セカセカ

ころが︑電源がないので隣に

かけようと準備しました︒と

とばでした︒尚且つ私の新聞

ってあ りました︒おほめのこ

でした︒パソコンできれいに打

ました︒前述の方からの手紙

知らぬ人から手紙が入ってい

ころが二日後ポストの中に見

い人にも配っているのです︒と

こんなことをしながら知らな

発行日
発行者
原稿にしているだけです︒
一月二十八日この寒い今年

ました︒たまたま一週間前に

時︑四百人も の先生が︑この

き ました︒﹁私は江戸時代の

平成十八年二月一日
若林区荒町一三〇
幸五郎まちづくり研究所
電話 二六六︱三三三一
一部十円 年会費 二千円
の冬にしては︑あったかい土曜
の午後私と同じような帽子を

若林の文化センターでモーツ

看板を横目に見ながらどんど

﹁手紙がきた﹂

人でアナグロ人間です︒あな

一月二十七日

アルトの演奏会があって︑モー

んと荒町小学校の校門をくぐ

こうごろう新聞もあと一ケ

たのよう にパソコンは出来ま

かぶった背の大きいオジサン

ツアルトの顔が載っていました

って行きました︒さて︑お昼の

月で満十一年になります︒ま

せんが手書きで手紙はたくさ

偶然というか読売新聞の情

れました︒私もすぐ返事をか

て絵葉書風にして送ってこら

私の店の写真をきれいにとっ

翌々日又又手紙が来ました︒

早速御礼の手紙をだしました︒

めの言葉もありました︒私は

したいと思います︒但しお褒

いましたが︑次号からは二 三･
度校正して間違いないように

ちがいがあることは承知して

で出しています ので︑字のま

もあ せって︑一回だけの校正

新聞の校正はします が︑いつ

ぱい指摘がしてありました︒

に赤線で字のまちがいがいっ

のいつもの行動パターンです︒

行ってもら いました︒幸五郎

理やり彼におしこんで︑もって

びこんで新聞をもって来て無

そしてチョット待ってと店にと

の店を私は教えてあげました︒

レに聞いてと︑連坊にあ るそ

私が横取りし︑街のことはオ

が﹂
と通行人に聞いていたのを

にコーヒー豆屋があるはずだ

︵同年輩ぐらい︶が﹁この町内

のでチャッカリ借用して︑幸五

弁当は小学校の駐車場にテン

すます好調で皆さんにおもし

一月二十八日
こうご ろう新聞よんで

郎は筆文字を加えて掛け紙を

トを はって︑十二時から売り

つくりました︒何でモー ツア

んかいています﹂
と感謝をこめ
ました︒この日は丁度幸五郎

ろいと言われます︒うまく書

ルトなのかきかれそうなので︑

て返事をかきました︒たった
のやきいもの日でしたので︑

こうと思っているわけでも有

この弁当はモーツアルトの曲

一枚の紙でこんな手紙のやり
やきいもと一緒に幸五郎新聞

りません︒才能があるわけで

を 聞き な がら 作りましたと

とりが出来ることは︑すばら
も配りました︒ラジカセを持

もありません︒毎日特別な体

かき そえました︒まさ にハッ

しいことでしょう︒
って来てモーツアルトの曲を

験がおきていることもありま

タリ︒いい加減なアイディアで

せん︒日常の中に自分で非日

彼は二十年間小坂鉱山のそば

の話が放送されていました︒

の康徳座の伊藤もとはるさん

ラジオを聞いていたら︑秋田

かきましょう︒

いてくれます︒皆さん手紙を

す ︒手紙は郵便受けで待って

ないところにかかって行きま

は相手が何処にいるかわから

入って￥１︐５００です︒電話

筆ペン︑ハガキ箋︑切手が少し

の後売れてません︒一筆箋︑

た︒五十個はうれましたがそ

箱﹂という商品を発売しまし

一年前に﹁こうごろう のふみ

てくださるようお願いします︒

します︒ぜ ひ私の提案にのっ

紙を書こうという運動を展開

しまいました︒この機会に手

手紙を書く人が少なくなって

すがケイタイの時代になって

いと︑き れ いに並べて有りま

ります︒なんとか売れて欲し

は便箋︑一筆箋がたくさんあ

取材を受けました︒私の店で

こうというテーマで一時間半

方が取材にこられて手紙をか

報紙﹁Ｃｈａ﹂のレポー ターの

した︒

いい出会いがたくさん有りま

ったが明日の売上につながる

今日一日売上は満足できなか

﹁
出会い﹂
と答えてくれました︒

の何 と聞 き ま した ︒彼 女 即

りました︒お金でかえないも

大の花生さんが店の前をとお

下さ い﹂と書き ました︒学院

金で買えないもの九個あげて

コピーを書きかえる日で﹁お

まいました︒日曜日はチャッチ

買って来て一人で乾杯してし

斐があったと夕方︑ワンカップ

すごく嬉しく︑店を開けた甲

そんなに有りませんでしたが︑

聞ファンの三浦さ ん︒売上は

来たおばーちゃん︑幸五郎新

年大学の奥村さん︑宮崎から

てにやってき ました︒明治青

のお客さんが幸五郎さん目当

んでしたが︑午後から七組も

中はひとり︑ふたりのお客さ

十時︒店をあけましたが午前

て荒町にむかいました︒さて

一日頑張るべく中倉から歩い

のラジオを聞いて私は今日も

今日は休んでいられない︒こ

を選んで来てくれるであろう︒

う︒ひとりのお客様が私の店

りぐらいは来てくれるでしょ

伊藤さんの話と同じで︑ひと

が来てくれません︒先ほどの

十粒程並べてビニー ル袋でラ

りました︒紙のマスの底に三

る青ばた豆を私がガス台でい

百個つくりました︒中にいれ

てました︒今年は紙でマスを

毘沙門さんの前にも大看板立

六十枚ポスターを貼りました︒

を配って来ました︒町内には︑

て記者室のポストにもチラシ

たのみました︒市役所に行っ

校のこどもたちにも手伝いを

がふくらんでしまった︒小学

分もにぎやかになると︑期待

恵子さんに来てもらったら節

返事でした︒あの元気のいい

三日は夕方あいているという

絡をとってくれました︒二月

目の前で︑すぐケイタイで連

かと声をかけました︒彼女は

司恵子さんに来てもらえない

の美人︶に突然︑タレントの庄

った山田美智子さん︵顔と声

節分の三日前︑店の前を通

伝いをたのみました︒

に来た大学生に声をかけて手

はります︒まちおこしを勉強

間前にポスターを書いて町に

います︒それで私一人で二週

て大変なんだろうと推測して

ません︒きっとお店が忙しく

理事は表立って協力してくれ

っています︒しかし︑商店街の

て︑節分︵
二月︶
をガンバッてや

てくれたし︑それに︑タレント

手伝ってくれて︑大声をあげ

から少年野球のこどもたちが︑

き︑無事終わりました︒途中

した︒今年も ︑節分︑まめま

いっぱい子供たちが来ていま

しょにおみやげを投げました︒

がって︑こどもたちに豆といっ

した︒ケイコさんも拝殿に上

た︒ご祈祷が丁度終っていま

んで時間どおり落ち合いまし

後二チームは︑びしゃもんさ

まめまきをつづけました︒最

怒ってもしようがないと更に

出ました︒まあこんなことで︑

札と豆を取り返してその店を

﹁
何だこの野郎﹂
とイキナリお

で﹂
と言われてしまいました︒

のでしょう ︒﹁二 度 とこな い

たのか︑相手の感情を害した

ていて︑私の心意気が強すぎ

神酒が入って少し気合が入っ

ある古い店に行きました︒お

出してくれました︒ところが︑

のか︑皆さん心よくご祝儀を

れました︒根回しがよかった

のお神酒を出して励ましてく

よま寿司では親方が︑いつも

でさむいが頑張りました︒と

青鬼で青いシャツ︑青いタイツ

いて歩きました︒私ひとりが

軒一軒たんねんに︑マメをま

人の五人で商店街の南側を一

そうです︒彼はその一人のお

一日客一人という日もあった

ですが一万何千日のうちには

光客がくるようになったそう

ます︒今でこそ康徳産にも観

る と想像絶す る も のがあ り

仙台の荒町商店街と比べて見

お客さんがくるなんて︑今の

えがあります︒そんな山中に

て︑おどろいて︑見て来たおぼ

中に歌舞伎をやっているなん

った芝居小屋で︑こんな山の

組というまちづくりの委員会

含めて四人の老人で荒町新鮮

け口ではありませんが︑私を

私としては不満です︒そのは

ベントはあまりやっていません︒

が︑継続は力なりの元気のイ

ったと︑皆さんに云われます

す︒マスコミにのって有名にな

方々 が引き続いてやっていま

リ タ イ アしま した ︒次 代 の

事長二十年やって︑五年前に

こうごろうは︑商店街の理

節分で
﹁二度とこないで﹂
と言われた

二月三日

り上がっています ︒私はしか

庄司さんを中心にすっかり盛

まったのです︒ケイコチームは

恵子さんのチームに行ってし

かなくなりました︒皆な庄司

した︒ところが私の命令がき

に別れて豆をまくことにしま

こでミーティングして︑ふた手

﹁ヨロシクネー﹂と仙台弁︒こ

ンターのロビーに現れました︒

姿に﹁せった﹂をはいて市民セ

気のいい庄司恵子さんが和服

たこどもたち︑そしてあの元

が快晴でした︒声を かけてい

さて当日︑寒さはキビシイ

四十ケ売りました︒

ッピングしました︒お店でも

た︒感謝︶

先生にもご協力いただきまし

︵荒町小の春日教頭︑加藤

ます︒

金︑又次のイベントの資金にし

残金はまちづくり委員会に入

お賽銭沢山いただきました︒

メデタシメデタシ︒おかげで

そ商店街の活性化でしょう︒

恵子さんの元気な声︑これこ

二十九日︑日曜に朝ＮＨＫ

一月二十九日
天気ポカポカの日曜日

にある︑この芝居小屋で一万

客さんに向かって一生懸命演

を 組織して︑えび す こ︵十一

たなく︑こども二人と学生一

何千日も芝居を続けて来たそ

技したそうです︒さて今日は

月︶どんと祭︵裸まいり︶そし

がありますが︑明治時代に作

うです︒私も一度行ったこと

日曜日︑休みの日には中々客

