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ASA各店受付にて
ベルマークを回収
しています。

・マイヤーズラム 1,555 円・南高梅 (2L・1Kg)880 円・氷砂糖 (500g)438 円
・竹ざる 100 円・容器 100 円 ( 購入金額は参考までに )
＊容器が小さいので梅は 500g 使用予定、氷砂糖は 200g 使用予定、合計 3073 円 ( 税
込み ) ラムキャンディス ( 氷砂糖をラム酒につけたもの ) も加えたかったのですが、
近くに売ってなかったのでマイヤーズの残りと氷砂糖の残りで作りました。

材料

作り方

ベルマーク運動に
       参加しませんか ?

様々な商品のパッケージや外箱等に付いてい
るベルマークを切り取っておきます

◆ベルマーク運動とは ?
「すべての子どもに等しく、豊かな環境のなかで教育を受けさせたい」。

ベルマーク運動は、そんな願いをこめて 1960 年に朝日新聞の呼びかけで始まりました。PTA などのボラ
ンティアで生み出された資金（ベルマーク預金）で学校の設備や教材をそろえ、さらに国の内外でハンディ
を背負いながら学んでいる子どもたちに援助の手を差し伸べます。 マーク集めから始まるだれでも気軽に
参加できるボランティアです。約 900 万世帯の PTA と、共鳴する企業や地域の人たちに支えられて助け
合いの輪は大きく広がっています。

ベルマークは 1点 1円捨てないで !

◆東日本大震災の被災地へベルマークを届けよう
ASA( 朝日新聞販売店 ) は、地域の方々からベルマークをお預かりし、財団法人ベルマーク教育助成財団
を通じて被災地の子どもたちの教育を支援します。

販売店にて回収
( ①、②ご希望の方へお届けします。)

ベルマーク運動のしくみ

＊集まったベルマークは各販売店へお持ちいただくか、配達
範囲内であれば、どちらへでも販売員が取りに伺います。

①丸いマークも四角に切る
四角に切ると扱いやすくなります。

ベルマークの切り取り方

②小さなマークは大きく切る
小さなマークは周りに余裕を持た
せ、2 センチ角くらいに切ると、
数えるのにも楽です。

②つながったマークはそのままで
キューピーなど、何枚かつながった
マークは全体を 1 枚に切ってもかま
いません。

余白が残るよう、
大きめに切り
ましょう。

集計作業では、
ホチキスで
とめます。

「大きめに切る」
ことがコツです

ASA はベルマーク運動の PR 活動や、地域の方々が集めたマークを学校に届ける橋渡しをするなど、
ベルマーク運動を盛り上げるお手伝いをしていきます。

＊集まったベルマークは定期的に
地域の学校又は、ベルマーク財団
に寄贈させていただきますので、
ご協力をお願い致します。

②ベルマーク
教育助成財団

教材や設備品を協力
会社から購入できます

東日本大震災で
の被災地へ

①地域のご希望の
参加校へお届けします

① 瓶を煮沸消毒している間に梅を大・中・小に分け、大と小合わせて 1㎏にする。
②次に青梅の掃除。水で洗ってオシリの部分の枝残りを取る ( 丁寧に )
③掃除が終わった梅は水に入れてアク抜き (3 時間程度 ) をする。
( 黄色く熟し始めている梅は必要ない )
④瓶を完全に乾燥させてから、梅と氷砂糖を交互に入れてからマイヤーズを注

ぎます。
⑤あとは冷暗所 ( 冷蔵庫 ) で 3 ～ 6 ヶ月寝かせます。
3 ヶ月後に試飲して、ラムキャンディスを加えるか
決めてみますね。
＊梅と氷砂糖が大量に余ったのでもう 1 瓶買って
きてジンの梅酒も作っております。それでも梅が
あまったので…梅のピクルスを作りました。

新聞屋さんのおすすめレシピNO.19 マイヤーズの梅酒

　「ご自宅で梅酒をお作りの皆さま、秋から冬
にかけて楽しみですね。
　私、カネイシも今年初めて梅酒作りに挑戦
しました ! すでに青梅の時期は過ぎましたがデ
ビュー作、ラム酒を使った “ アニキの梅酒 “( 仮
名 ) のレシピを紹介します。」

VICTORY !VICTORY !VICTORY !
がんばれ！湘南ベルマーレ

●お問合せ / 湘南ベルマーレ TEL 0463-25-1211
湘南ベルマーレ公式サイト　http://www.bellmare.co.jp/

遠藤　航　DF　No.26　176cm / 73kg
1993 年 2 月 9 日生まれ　神奈川県横浜市
出身　2011 年湘南ベルマーレ入団　

節　　　開催日　  　　　キックオフ　　  対戦相手

23　　 ７月 31 日（日）　　19:00　　ロアッソ熊本

 3 　　  8 月 37 日（日）　　19:00　　大分トリニータ

26　　  8 月 27 日（土）　　19:00　   ギラヴァンツ北九州

28　　  9 月 18 日  （日）　　未定　　水戸ホーリーホック

●ホームゲーム試合日程　　※会場はすべて平塚競技場

Wataru ENDO

遠
藤　

航

※

※茅ヶ崎市民デー：茅ヶ崎市在住・在学・在勤のかたにお得な
　　　　　　　　　ご優待チケットがあります。

　「僕はセンターバックとしては
背が高いほうではないので、ポ
ジショニングの良さやクレバー
なプレーが持ち味だと思ってい
ます。」と遠藤航選手。ゴール前
での競り合いでも高さがない分、
相手を外す工夫やタイミングを
見定め､果敢にゴールを狙います。
　今季は、開幕からスタメン＆

フル出場。年代別日本代表でも
活躍を期待される遠藤選手に注
目です。
　この夏のホームゲームはお子
さまも楽しめるイベントが満載。
家族で平塚競技場に足を運び、
J1 昇格を目指す選手たちに熱い
声援を送りましょう！

注目選手

HAN-KUN  from  湘南乃風 
7/31( 日 ) の 熊本戦にて湘南乃風
の HAN-KUN（ハンクン）さんに

よるライブパフォーマンスが決定。熱いライブにぜひご期待ください！
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Letter from 広州　～広州からの手紙～ 日本語教諭として中華人民共和国広東省広州市に赴任している元旭小学校長､ 八坂眞司さんからの手紙です Vol.22

紙芝居は､ 演じ手と観客とで紡ぐ幸福な時間。　　　　　寒川町公民館講座

旭が丘中学校吹奏楽部の演奏（昨年）

身体の声に耳を傾けて。　　　　　　　寒川総合体育館 リラックスヨガ教室

　先月の手紙で、「雨の少ない雨期が終わり」と書
いたところ、その後広東省は連日のように至るとこ
ろで局地的な集中豪雨にみまわれ被害が出ています。
気温は 35 度くらいあるのですが、湿度が 90％以上
もあり洗濯物も乾いた感じがしません。雷雨の時の
稲妻は凄まじいものがあります。
　こんなに暑い季節ですが、中国では卒業のシーズ
ンです。企業への実習（実質的には就職）へ行って
いた学生も大学へ戻ってきました。日本語と関係が
ない仕事に就いた学生の中には早くも日本語を忘れ
ている者もいます。日本語が定着している学生は積
極的に仕事の様子を報告に来ます。そして一緒に記
念写真を撮ります。広州を中心とした広東省でも大
学卒業にみあう仕事はそれほど多くはなく、まだ求
職活動中の学生も多いです。できるだけ早く見つか
るといいなと思います。
　バスで市の中心部に向かうと、BRT と呼ばれる道
路の中央部を走る公共バス専用レーンに入ります。
当然バス停も道路の中央部にあります。このバス停
と歩道側をつなぐのが大きな横断歩道橋です。この
歩道橋や階段には多くの露店が店を開いています。
店と言っても１ｍ四方のシートに商品を並べただけ
の程度のものです。商品の素姓も品質も分かりませ
んが安いことは事実です。結構、通行人が立ち寄り
品定めをしています。この店を地元では「走鬼」と

呼んでいます。と
ころが実は、横断
歩道橋や地下鉄の
通路を含む歩道で
の販売行為は禁止
されているのです。
　昨年のアジアオ
リンピック開催ま
えから、「文明都市
にふさわしくない」

と言う理由か「公共の歩道を占有してはいけない」
と言う理由なのか分かりませんが、この「走鬼」に
対する警察の規制が厳しくなり、彼らは警察の規制
を察するとすぐさま商品をシートに包んでその場を
走って逃げるのです。このいたちごっこが今も続い
ています。なにせ、広州はとても人口密度が高いで
すから、歩道はいつも人で溢れかえっています。こ
の走鬼の店が開かれようものなら、通行にとても不
便です。私も日本人の感覚で、「どうして警察は早め
早めに規制しないのか」と不満に思っていました。
　先日テレビニュースを見ていると、この「走鬼」
の規制をする警官と、走鬼の人たちとの衝突が報道
されていました。警察官が商売道具や商品の没収を
しようするのを、走鬼の仲間たちが取り返そうとし、
さらに周りの群集も加わって騒動が起こったようで

す。このような歩道での商売は以前は通常のことだっ
たのでしょうが、経済発展が進み都市開発が進んだ
現在は都市景観や機能にとって不釣合いになってき
ているのも事実です。ただ、商売をしている人はこ
の経済発展に取り残された人たちであることも事実
です。貧富の格差が拡大してきた中国ではこの現象
は至るところで見られることでしょう。この「走鬼」
規制に対する地元テレビによる視聴者賛否投票によ
ると 60％以上が「走鬼」の人たちに対して同情的で、
規制強化を望まないとしています。
　中国では旅行ブームで国内旅行のみならず海外旅
行も盛んになってきています。テレビでもヨーロッ
パの観光地を巡る旅行番組やアジアのリゾートでの
ゆったりした休暇の過ごし方を放送しています。海
外旅行の予約に多くの人が列を成して並ぶ旅行会社

のカウンターが報道さ
れています。経済発展
に取り残された人達に
とってそれらは別世界
のことでしょう。彼ら
に現代の中国はどのよ
うに映っているのか考
えさせられます。

横断歩道橋上の走鬼の店

卒業証書を手にした学生

第 3回 こども記者クラブ
開催のお知らせ

「スポーツ記者を体験して、新聞をつくろう」

※今回の募集対象は、小学校５・6 年
　生に限らせていただきます。
主催　（株）朝日新聞経営研究センター
協力　（株）湘南ベルマーレ

　今回のこども記者クラブは、プロ
サッカーチーム「湘南ベルマーレ」
の監督や選手に直接インタビューを
して記事を書き、新聞を作ります。
　サッカーが大好きな人、新聞記者
や編集の仕事に興味のある人、ぜひ
この機会にチャレンジしてください。
ご応募、お待ちしています。

　詳しい内容や応募方法は、
7 月 25 日 ( 月 ) の朝日新聞
朝刊の折り込みチラシをご
覧ください。

湘南ベルマーレの練習場、平塚
市馬入ふれあい公園サッカー場
で取材体験を行います。

　6 月 22 日・29 日と 2 回にわたって寒川総合図書館で行
われた「紙芝居講座」。紙芝居研究家であり実演家でもあ
る森内直美さんを講師に迎え、紙芝居の歴史、演じる際の
作品選びや演じ方のポイントを学びました。
　森内さんは「紙芝居は、作品を通して観る人、演じる人
で繰り広げられる幸せを共有する文化。観る人の想像力を
豊かに羽ばたかせる紙芝居ならではの世界を持っていま
す。ＩＴ全盛の時代ではあるけれど、 人は人間の生の声で
伝えること、心と心がつながる文化を求めている。今こそ、

『紙芝居』の出番。」とその魅力とあり方を話しました。　

　2 回目には 4 名の参加
者が紙芝居の実演を行い、
森内さんより演じるとき
の紙芝居の抜き方、見せ
方などのアドバイスを受
けました。

「こいぬがうまれた」（脚本：松野正子
画：横内 襄）を演じる森内さん。

「演じ手の存在を感じさせないのが、良
い演じ手。紙芝居は絵と脚本が主役だか
ら。優れた作品を選び、作品そのものが
持つ力を信じて、謙虚に誠実に演じれ
ば、” いいもの ” は必ず伝わります」。

小谷の夏祭り 2011　　　　　　小谷自治会

日時　８月６日 ( 土 )　15:30 ～ 19:00　雨天中止
会場　小谷小学校校庭　※お車での来場はご遠慮ください。
主催　小谷自治会夏まつり実行委員会　

　今年の小谷夏祭りは、「東日本大震災復興祈願」「広げよう支援の力」
「小谷から元気発信！夏まつり」をコンセプトに実施いたします。

自治会の活動を通して少しでも被災地の災害復興に寄与し、元気を
お届けすることができれば、との願いを込めての開催です。
　節電のため時間を短縮した関係で演目も４つに絞りこんでいますが
いずれ劣らぬ大熱演の数々。中でも ｢神奈川県警音楽隊演奏・演技」は
絢爛、壮麗の一大ページェント。
女性カラーガード隊の華麗な演
技にご期待ください。
　会場内での募金活動・寄付金
や模擬店売上げの一部を被災地
への義援金としてお届けします。
どうぞご協力いただけますよう
よろしくお願いいたします。

　寒川総合体育館で行われている
さまざまな講座の中でも、人気の
高い教室のひとつが、この「リラッ
クスヨガ」。初めての方でも無理
なく始められる、やさしい内容が
好評です。
　講師は寒川在住のヨガインスト
ラクター松山成美さん。

「ヨガは身体の歪みを調整したり
内臓の働きを良くするだけでな
く、疲れをほぐし、精神を安定さ

せる効果もあります。身体の内側
に耳を傾けながら、痛いところ、
気持ちがいいところを見つける
“ 気づき ” がポイントです」。
　大人だけでなくベビーヨガ、
キッズヨガもあるそうです。
赤ちゃんから高齢の方まで無理な
く楽しめるヨガで心も体もリラッ
クス。みなさんもぜひ始めてみて
はいかがでしょうか。

　フルマラソンを走るという松山さん。「今、マラソ
ンとヨガのコラボレーションが注目されているんで
す。ヨガはマラソンに必要なコアマッスルを鍛えら
れるし、ケガの予防やメンタル面でも効果がありま
す」。ヨガを取り入れたトレーニングでパフォーマン
スを上げるプロアスリートも増えているそうです。

ヨガインストラクター
松山成美さん
お願いしてポーズをとって
いただきました。

「背骨をねじるポーズ」


