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Let ' s Live in piedi che il treno che 
gestisce la ferrovia ha deciso. 

夏がやって来ました

春夏秋冬，私は夏が良い
冬は最近苦手になった.手足に
血が流れないのか冷たくなっ
てシビレがでる.

その点　夏は発汗作用が良く
行動的になるのです
　最近は滋賀の自宅で静養?し
つつ　島根松江に居る期間が
増えました
  里の再生プロジェクトです
 荒れた田畑の草刈り.里山の整
備とシイタケ栽培やチェンソ
ーを使った製材作業
好きだったアウトドアが役に
立っています

　肉体労働より頭脳労働者が
人生での勝利者と言われ，差
ほど良くない頭に学問を覚え
込ませる苦労を経て，大学に
入り，やっと入った会社では
　正直者では商売できないの
だという社員教育を受け，国
会の証人喚問で　記憶にござ
いませんを連発する親会社の
社長にショックを受けた２０
代　仕事のストレスは休みの
日に野山を歩き，DIYの木工
家具製作，，どちらに力が入
っていたことだろう?

　50歳を目の前にして　お前
これで良いのか?と自問して起
業.

　正直な企業を目指しなが
ら，時にはやむなくウソの申
告もやったりしたけれど，
今時のひどいごまかしはしな
かった.　70歳を目前にして自
営業に転身.やっぱり肉体労働
が私に合っているらしい.

 筋肉トレーニングで汗を流
し，辛い自転車の山登りが
鍬を持つ自分を追い込む，，
　　楽な人生も良いが，この
辛い自転車乗りのような人生
も面白い気がする.人生100年
時代，，.　医者と介護無用の
後10年を楽しむのです
  

FASHIONタンニン

Non importa dove ti 
trovi, c'è un 
terremoto. il luogo 
circondato da 
boschi è più sicuro 
della città nella valle 
dell'edificio
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Il cibo è meglio di 
medicina per la vostra 
salute.
いつの間にか７０代半ばになリまし
た.　.今年初めにしばらく振りにカ
ゼを引きました.免疫力がガクッと
落ちました.　疲れたら休む事が一
番の薬.　アルコールは毎日少々　
夕食時に頂く程度です
　やはり食事は人の倍は食べます
その分のカロリーは消化すること
　目も少し老眼，最近虫眼鏡を活用
する機会が増えました.
　10月後半に沖縄で開催のトライア

スロンにエントリーしています.
　早朝のジョギングは習慣になりま
した.ジムでは衰えと格闘です
　そのための自転車のヒルクライム
レース，20kmマラソンに参加予定
です.
　 程々の運動が勧められます.しか
し高齢化するほど機能が低下しま
す.自己責任で過激な負荷を体にか
ける事も必要です.徐々に負荷を上
げて，体を慣らせば若者に負けない
体力に戻るのです

 　

人生はやり直せる
Accumulo di esperienza e volontà di 
produrre cose nuove

さて棉栽培について
5年目の今年はペースダウン

思った以上に夏仕事で，太陽が辛
い.　オーガニック農法を唱えて
も，隣の農地で農薬を散布すると，
はたして無農薬と言えるのか?　　
収穫作業は年明けまで手摘みの作業
が続く.　そして種取りと綿打ち作
業に難題，，高齢化の波がここにも
やって来ました.そんな事から
  作付は半分以下に減らして
経験値を上げながら様子を見る事に
致します

タンニン染めは
順調です.細く永く，，続けてくれ
るお客様.止めてしまったお客様に
代わって新規の方が増えます
続けていただく方はやはり，新しい
工夫をこのタンニン染め生地に加え
て下さいます.　全く新しい素材に
衣替えするには，それらしい素材開
発が進まない時代ですから，.

　日本人の几帳面さが武器の繊維産
業，加工した生地の色が註文した色
と違ったり，色が変色したりするの
は絶対ダメという事と真逆の染めの
タンニン染め　　 経年変化で色が
変わったり，若干の色ぶれは良いと
認められる染めです.　　

　　布地を半製品に仕上げて，タ
ンニン染めプラス媒染をやって行
くことにします
2年程前から古い工業用のミシンを
アトリエに設置しました.

そこで，オーガニックの生地の縫
製をしてみたりしています.

　ミシンの調整も自分である程度
こなせるようになりました.

　実は島根の実家の近くに，かつ
て銅の採掘をしていた場所から赤
茶色の水が出ています.それを利用
して媒染作業が出来そうです.

　長生して，経験を積み重ねれ
ば，また新しい事が生まれます
　自前ミシンとタンニン手染めで
す

タンニンで樹を染める
　塗料で染めるのとちがって，簡単
です.刷毛ブラシは要らない.水でタ
ンニンパウダーを溶かし，古いタオ
ルに染み込ませて板に塗るだけ.

古い実家の味噌小屋の壁板を新しく
してタンニンで染めてみました

　一ヶ月もすると，色が濃くなって
きます.ただしウレタン被膜とは相
性が悪いです.水と油の関係みたい
です.タンニンにも色々種類があ
り，塗装に合うもので試してみます

私の住む栗東市は京都か
ら30ｋｍ　琵琶湖まで10km　
目の前が旧東海道だ.かつて江
戸と京都を結ぶ街道には弥次
喜多道中や参勤交代，，幕末
の志士達も歩いた道です
高速道路栗東インターチェン
ジも近く.物流や研究所，工場
の建
設ラッシュが続く最近.　そし
て若い世代が転入してくる活
気のる町になりました.
　一寸肩身が狭い高齢者にな
った

人とのつながりが大切です.人
脈と言う人も居ます.無理やり
作った人脈は崩壊します
人選が大事.気が合う事でしょ
うか
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キノコ栽培は
今年の春は順調でした.

原木も1000本に近づき，収穫量もそれなり増
えましたから，見栄えの良いものだけを選ん
で出荷出来るようになりました
 　足掛け6年，，やはり継続は力なりです
島根の山から都会に届ける原木キノコは
味わって頂いた方のリピートと口コミです
チェンソーで切り倒したクヌギにシイタ

ケやナメコの菌を入れてから育つまで2～3年
目にやっと秋から春にかけ収穫できる天然キ
ノコ.

 　収穫優先の市販のキノコとは真逆の農法で
すが，，支持を頂いています.

　　チェンソーを使う要領も一人前になった
ので，山にある樹を板に製材する試みを始め
ました.　山奥から巨木を運び出すのは困難な
ため，山で製材して下ろせば良いという発想
です.

 　材木屋さんから板を買うのが当たり前です
が，山にある樹を切り倒し自前で板にすれば
お金は差ほど要らない訳です
　居間の畳が傷んでしまい，畳屋さんに頼む
前に，まずは板張りに挑戦します.

　樹齢70年以上の古木が弱って枯れそうにな
っています.　新しい樹と入れ替える事は人間
社会と同じだ     　昨年秋にもうすぐ枯れそう
な桜の老木を切りました.　それも板に加工予
定です.

 山遊びは切りがない感じです.

 　是非一度　私の杜に遊びに来ませんか?

 　

春から夏にかけて，ウグイス，ホトトギス，
カッコウのさえずりが私の耳に心地よい音色
を響かせます

誰もいない森の中で　Non c'è nessuno a 　　
disturbare, a volte si può bere birra.
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Alba
日の出前に蒲団から
抜け出し，車に乗る
日本海に上る朝日を
拝む　そうすると心
が落ち着いて，力が
よみがえる
　


