言の葉、音と楽

落ち込みたい
腹がすいてくる︒ふっと我

ても︑時間がたてば当然お
何故か︑何処か似ている︒

あるけれど︑フシアワセは︑

大阪市・西区靱本町

る︒ということを︑ずっと

けるお店となりました︒シ

思議な空間︒中澤さんのほ

の輪に入っているという不

らりと入ってもいつしか話

ス

以前に聞いたことがありま

大阪市内中心部を細長く東

ェフの中澤時子さんが創る

ビ

うっかり︑つらいことを忘

す︒問題を抱えているから

西に広がる靱公園︒公園の

エ

ＡＢ Ｓ食堂

れ︑手を伸ばしてしまいま

フシアワセになるのではな

東側にあるＡＢ Ｓ食堂は︑ 料理は︑イタリアンをベー

東 京

感じているのでしょう︒も

要かと︒こんな時︑常日頃

しい事が有るかも知れないっ︑ す︒この瞬間が︑とても重

しかしたら︑良い事が︑楽

から無くてはならないもの︑ く︑解けないと思うから気

ど良い距離感のある対応と

ヒトは︑考えるというか︑ に返るチャンスの到来です︒ フシアワセには共通点があ

起こるかも知れない︒アツ

大好きな物があるというの

スとしたアラカルト料理︒

返す当てがある借金は励み
好きな和菓子のナンバー

﹁桜もち﹂とは全く違う物

もできるのです︒幸不幸は

不幸を認識し︑落ち込む事

う事など︑今の時代︑ヒト

ことが山積みになってしま

たり・・・すっきりしない

身体の調子が今ひとつだっ

るので︑みたらしを食べな

芋ようかんの店の両方があ

では︑みたらし団子の店と

にあるお気に入りの商店街

のもっちりとした部分はみ

東京は四角い形で︑ピンク

ぱに包まれている︒へぇー

丸くない四角い物が桜の葉っ

気を取り直し・・・﹁ん？

らない展開に・・・絶句・・・

﹁鶏と長芋のクリームグラ

ませ︑ホッとさせてくれる

優しい味の料理が︑皆を和

お店です︒

タン﹂﹁牛肉の軽い煮込み・

近所に引っ越して来た当

ビーフストロガノフ風ピラ

りとしたお店です︒

時︑気になりながらも︑ド

中澤さんと友人の血液型に

店名は︑お店を開店した

由来するそうです︒料理好

フ添え﹂などが人気です︒

は﹁そういえばそうやねぇ﹂ 一緒に訪れ顔なじみとなっ

きが高じ︑開催していたホ

アを開ける勇気がなかなか

とのんびりとした返事︒ガッ て以来︑独りでも気軽に行

出ませんでしたが︑友人と

カリしているのは私だけみ

ームパーティにいつしか名

感じている自分の気持ちを

いから︑今︑しんどいし辛

です︒明るくなんて出来な

になれないことは百も承知

うもの︒正論でヒトが元気

では済まないのが現実とい

光︑雨風は死活問題のはず

まぁ︑彼らにとって︑陽の

ら・・・・せめてそう思う︑ イキイキと感じている・・・

いし哀しいし嫌なんだか

ですから︒ヒトの心の元気

でしょう︒毎日を新しく︑

毎日の寒暖雨露が愉しいの

す︒草木や花は︑きっと︑

としての一面を備えていま

ない﹁心愉しいイキモノ﹂

面白い人や物には抵抗でき

分にしかワカラナイ︒好き

何がシアワセなのかは︑自

作る︒自分でなければ自分

しい︒愉しいことは自分で

出来ない︒思い切る事が難

蹴って勢いを付けることが

下が定まらないので︑底を

どり着いていないから︒足

上がれないのは︑底までた

議というモノです︒浮かび

ヒトは︑興味のあること︑ てあります︒無い方が不思

で桜もちを買ったことがあっ

ナイ︒以前︑東京の百貨店

底出来るはずもありません︒ 和菓子屋さんでも見つから

を楽しませることなんか到

たので︑その時は﹁季節じゃ

ない・・・近所の商店街の

桜もちやおはぎが見つから

ているお店がないのです︒

あるけれど︑生菓子を売っ

福を売っている店は何軒か

ると︑その商店街には︑大

のですが︑よーっく見てみ

た︒最初は気づかなかった

う贅沢なことをしていまし

た感じ︒義姉に﹁東京の桜

だけど︑やっぱり空振りし

美味︒オイシイのだけれど・・・

すが︑桜の塩漬けはとても

ぱは塩気が完全に抜けてま

柔らかな風合いでした︒葉っ

プの皮にこしあんを包んだ

るしなぁ︒ピンク色のクレー

箱には桜もちって書いてあ

漬けが乗ってるから桜もち？

の茶巾寿司のよう︒桜の塩

をあけると・・・・ピンク

早速お皿に移して葉っぱ

子屋さんやし期待できそう！﹂︒ まいました︒

せへんねんや︒銀座のお菓

後で調べたところ︑東京
で﹁桜もち﹂といえば焼い
た皮で包んだものを言い︑
私の食べたかったものは﹁道
明寺﹂と言うそうです︒同
じ物はあったのです︒名前
が違っていたのも知らず︑
言いたい放題の無礼の限り︑
東京の桜もちさんごめんな
さい︒
後日︑母が東京に来た時
に﹁桜もち﹂をお土産に頼
んで持ってきてもらいまし
た︒当分食べなくても大丈
夫なくらい食べました︒

﹁
ラーメンつけ麺ボクイケメン ﹂

坂本さん宅のてん君

さんが集い︑女性独りでふ

ーティのようにいつも常連

という中澤さん︒ホームパ

くて︑料理人の道を選んだ

そうな顔を見るのがうれし

名になったとか︒皆の楽し

前が付き︑そのまま今の店

たい・・・折角買ってきて
くれたし︑桜の花の塩漬け
は美味しかったし︒でも︑
﹁これは私の食べたい桜も

大切にしたい︒気を取り直

の素は︑自分だけに通じる

ないから売ってないんやわぁ﹂

ちじゃなーいっ！﹂心の中

すことなど諦めて︑呆れか

面白い事︑取って置きのナ

な仕事︑好きな人︑身体の

ぐらいですみました︒とこ

正気︑本気︑元気に戻る

﹁やっぱ︑この季節でも売っ

嬉々としてお土産をあける

女性独りでも和めるお店

カマシクも考えているので

カウンターだけのこじんま

にも成るけれど︑返済不能

﹁其の日﹂暮らし

す︒幾つになっても︑どん
はとても大切・・・次々に︑ 不幸をヒトは造るそうです︒ 桜もち編
ら︑もう︑暗くなってはい

たらし団子﹂︒次席は﹁桜

する癖さえ付けてしまえば︑ 好きな物に心が動き始めた

もち﹂︑﹁芋ようかん﹂と

元気に過ごすことが出来そ

しまえば︑やる気の起こる

１は︑なんといっても﹁み

はずもない︒

の不良債権だと思い込んで

とを忘れてたっ・・・気分

られない︒あっ︑楽しいこ

のままが一番の妙薬︒生ま
仕事が上手くいかなかっ

うです︒難しそうだけど︑

しんどい事 哀しい事
れながらに︑ヒトは楽しい

そんな事を言っていても仕

﹁糾える縄の如し﹂とは古

がらお土産︵自分用︶に芋

が出てくるという思いもよ

方がないとか・・・元気を

人の言葉︒不幸は長くは続

ようかんを買う・・・とい

自転車で 分くらいの所

出さなければ・・・などと

が人である限りいくらだっ

意外に簡単

辛い事 嫌な事 生きてい
たり︑失恋したり︑どうも

続きます︒

れば色んな事に出会います︒ 事を知っている︒だから︑

思い︑考えるほどに気は塞
かない︒

えるくらい疲れ果ててしま

健康だけは万人共通のよう

あざな

ぐ︒綺麗事を言うつもりは

う程に︑徹底的に落ち込ん

ニカを見つけ常備する才能

ですが︒

タイミングを外してしまえ

イノチを賜り人はこの地に

東京に戻ったら再確認をし

てるやん︒桜もち﹂と思い︑

東京に戻って︑関東に住

ようと心に決めました︒

と︑なにやら四角い物が３

む義姉︵関西人︶が家に遊

と伸びをして気持ちが良け

少しまぶしい光の中で︑グッ

スコティッシュフォールドのてん君は可愛い鳴き声と
愛くるしい顔で女の子と間違われます︒でも実際
はやんちゃ坊主の男の子︒家の中でやりたい放題︑
いつも飼い主を困らせています︒

※御堂筋新聞読者特典 （４/１〜４/３０)
ワンドリンクサービス

持ちが重く︑沈んでいき︑

なときでも︑図々しく期待

大阪
で︑ぽそっとつぶやいてし

でしまえば︑しんどいと言

かも知れません︒

ありませんし︑キレイゴト

VS

い続け︑思い続けることに
も飽きてくるかも知れませ

い自分﹂と付き合ってみる

ば︑惨めな気分にも慣れて

生まれ出る︒だから︑花を

底を蹴って

ことも必要かと思います︒

しまい︑不快であることが

願い︑華となり︑稔り︑実

もちって四角でお餅じゃな

加速度的に落ち込めば︑

普通になる︒我と我が身の

る事を信じる事がヒトには

いねんなぁ﹂と言うと彼女

落ち込むにもかなりの気力

取り扱い方を間違って︑結

できるのです︒

ろが︑去年の冬︑大阪に帰

と体力︑度胸が要る事を実

果︑不幸が染みついてしま

はりエトセトラ﹂に類似す

つ入っている︒自分の頭の

いつかきっと︑そう思っ

る囁きが聞こえてきたら︑

れば︑まだまだシブトク生
要注意です︒

ご注文時に御堂筋新聞を見ました、とお伝えください。

staff@mido‑suji.com

東京

省したとき叔母が桜もちを

感 できます︒中途半端に

います︒﹁人生なんてこん

思える間は大丈夫︒四月の︑ を買ってきてもらいました︒

て暮らしたい︒何時か屹度︑ びに来ることになり桜もち

何時か屹度

は這い上がらない事︒落ち

なモノ﹂﹁ヒトの気持ちは

ん︒とことん﹁落ち込みた

込む事に必死になれば︑ヒ

ワカラナイ﹂﹁どうせ︑や

季節の草木と同じように︑ 買って来てくれたのをみて

トは案外タフにもなれる︒

ワガママいっぱい︑頭を
フル回転して考え続けるの

中にある︑まあるい可愛い

投稿募集中

20

きられるっ︒

ヒトの数だけシアワセは

−応募方法−

大阪市西区靱本町２‑２‑23 靭交番前ビル１Ｆ
TEL 06‑6446‑2255
休日 月曜日、第３日曜日
営業時間 [火] 午後６時〜午後11時
[水〜日] 午前11時30分〜午後２時、午後６時〜午後11時
http://absfoods.jp/absshokudou.html

氏名、メールアドレス、撮影日、撮影場所、写真のタイトル、
エピソードを明記の上、画像と共に下記メールアドレスまで
お送り下さい。

アットホームな店内

お気に入りのお店、おすすめの
お店を教えてください。店名、
住所、TELを明記の上、ご紹介
お願いします。

自慢のペットの写真をエピソ
ードを添えてお寄せ下さい。

この店」

「えぇなぁ

「私のペット自慢」

?

by Maggiemokuren

地に和し合しカタチを得 新しきイノチの波を創成す

Vol.10

Life-ing Pulsation

?

ですから︑どんなに哀しく

!!

ずっと考え続けていた事があります︒
何故︑ヒトは死なないのかという事︒
死のうと思えば︑今の時代︑何ら
かの方法によって死ぬ事は可能です︒
本当かどうか︑真偽の程は定かで
はありませんが︑楽に死ぬ事もで
きると言う話を聞いた事があります︒
青酸カリ・・・・等々︒道に迷っ
て死んでしまう人がいるという哀
しい現実もありますが︑多くのヒ
トは死なない︒もちろん︑私も死
にません︒というより︑死を選ぶ
という事をしない︒何故かっ

イノチの波 宙に音と生まれ 形無き楽を天空に放つ

?

不幸の認識

?
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