
伝えるもの 

 

 

昔から流行に疎い私です。 

一斉に同じ方向を向く・・・世界が、あまり得意ではありません。 

へそまがりなんだなぁ～と思います。 

人ひとり理解することは、とても難解なことです。 

ましてや、それを人に伝えることがどれだけ難しいことなのか・・ 

ひとりひとりの宇宙は無数の銀河のようなもの・・・ 

そう思います。 

大切にしなくてはなりません。 

労を惜しんではいけません。 

わかってほしいと思うなら、逃げ込んではだめですね。 

丁寧に何度も何度も伝えなくてはなりません。 

私が何ものなのか・・・ 

どこから生まれてきたのか・・・ 

どう生きてきたのか・・・ 

そして、何を残したいのか・・・を。 

写真は J・デュエーム画「みどりのゆび」より引用 

 

2018年 04月 29 日(日)07時 21分 

  

丸ビルにて 3/1→3/2 宮城のマルシェ開催 
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☆緊急☆【お知らせです！】 

2018年 3/1(木)3/2（金）の二日間 

東京の丸の内丸ビル 1階マルキューブにて、「MARU de MIYAGI(マルデミヤギ）」というイベントマルシ

ェが開催されます。 

http://www.marunouchi.com/event/detail/3025 

ガレットで大変お世話になっている仙台の【ル・トレゾー】さんも出展なさっています。「あおばスイーツ」

コーナーです。 

宮城県のパティシエたちのレベルの高いスイーツを、ぜひこの機会に召し上がって見て下さい。 

もちろん、宮城の美味しいものが他にもたくさん出展しております。 

平日ではありますが、ふるさと遠きにありて思う方々、おいしいものが大好きな方々、東北を応援して

下さる方々、ぜひ丸ビルへお出かけください。 

UCHICOLOR は県の垣根を越えて応援させていただきます。 

 

2018年 02月 26 日(月)00時 53分 

  

りんごの森・紅茶ガレットが誕生しました。 

 

仙台市泉区にある西洋焼菓子のル トレゾーさんにて、 

りんごの森ジャムを使った紅茶のガレットが誕生しました。 

紅茶とメイポール、なんと相性のよい組み合わせでしょう 

それはそれは美味しいガレットです。 

ぜひ、ご賞味下さい。 

ルトレゾーさんの小さな窓の販売日は、毎月第 2・4金曜日と土曜日 10時～です。 

http://www.marunouchi.com/event/detail/3025
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住所は仙台市泉区上谷刈 5-19-14 

電話 022-739-7284 

mail:letresorsendai@yahoo.co.jp 

 

http://www.ingr.club/m/1689570956602211005_4195019933#.WlgyEEU1eaI.facebook 

 2018年 01月 12 日(金)13時 11分 

  

2017 りんごの森ラインナップ 

 

 

いよいよ、今年も誕生！です。 

揃って通販開始いたします。 

早くもリピーターの方からの予約ご注文からスタートして、在庫が 50％を割ってしまいました。 

お早めのご注文をお待ち申し上げております。 

 2017年 10月 27 日(金)11時 03分 

  

今年もジュースできあがりました。 

 

 

いよいよ、誕生したばかりの「りんごの森」をひっさげて、2017 ロハスフェスタ東京へ出展しましたね。 

まるで「ちいさなおうち」のような・・・かわいらしいテントでの出展でした。 

めまぐるしいお天気の変化すら、楽しんだ UCHICOLORです。 

多くの出会いをありがとうございました。 

来年までには、フォトアルバムに今年のすてきな笑顔がたくさん載せられると思います。 

楽しみにお待ちくださいませ。 

 2017年 09月 30 日(土)15時 37分 

  

夏至祭 

mailto:letresorsendai@yahoo.co.jp
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気がつくと、明日は夏至。日本では梅雨ですが、暦は夏真っ盛りだったのですね。 

そして明日からは少しずつ日の出が遅くなっていきます。 

あ～、ちょっと焦っちゃいますね。 

りんごの森はメイポールというりんごが大切です。 

このメイポールという名前の由来は、北欧では夏至祭りに広場に立てられる柱のことなのです。 

短い夏を慈しみ、ポールを花で飾ります。家々でも小さなポールを飾ったりします。 

メイポールのりんごの木はのっぽな木です。両手を上へ上へと上げてまっすぐ空をめざすような・・・ 

その形からバレリーナツリーとも言われるのですよ。 

さてさて、今年もりんごの森・・・準備準備ですね。 

頭の痛いことばかり難題山積の季節の折り返し地点です。 

私の頭はぐるぐる～状態です。 

 2017年 06月 20 日(火)08時 03分 

  

これはアートだ 

りんごの森は「製造」と言わず、あえて「創作」という。 

昨今は、創作和食とか・・・創作料理とか・・・ありますよね。 

ただの料理ではないという・・アピール。 

私にしか作れないものを創っていますよって感じ。 

私は絵を趣味で描きます。 

りんごを選ぶところは、描く紙や画材を選ぶことに似ています。 

テスト搾汁をするところは、下絵を描くこと 

調合・配合をするところは、その下絵に彩色を施すこと 

そして本搾りは、本画を制作することに・・・似ているのです。 

できたジュースやジャムを瓶に詰めてラベルを貼って仕上げることは、絵を額装すること・・・ 

そしてみなさんにお届けすることは、まるで展覧会。 

見に来ていただくのではなく、こちらからお届けする展覧会。 

味わっていただくことは、鑑賞していただくことと・・・同じ。。。。 

ね、これってアートと一緒でしょ!! 

国内でメイポールを使ったジュースは、私が知っている限り UCHICOLOR以外はないと思います。りん

ごの選別からジュースの配合、製造時期の限定（年に一回のみ）、販売限定で、創って売っているとこ

ろも、極めて少ないと思います。 

これはもう、「創作」アートでしょ？(*^^)v 

オリジナリティー 

クリエイティブでしょ？ 

だめかなぁ～？ 

私はそう思って作っているんだけど・・・な(^_^;) 
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プロのアートとアマチュアのアートがあるのかどうか・・・は定かではありませんが・・・お金をいただいて

いますから・・・一応プロかな・・・(笑)？ 

私は若い頃、個展を何回か自己満足でやりました。が、値段もつけました。展覧会で、美大を出たわけ

でもない私が描いた絵に値をつけることに抵抗があった私です。 

がその時、絵の師匠が言った言葉「ただで人にあげた絵は大切にはしてもらえないよ」と。結構ガツン

ときました。 

そうだなぁ～、みなさんも思い当たることありませんか？ 

丹精込めて作ったものだからこそ、お嫁入りした先でも大切にしてほしい。 

それは絵だろうとりんごの森だろうと、私にとっては同じことなのです。 

いやはや、こんなことばっかり考えてちゃいかんいかん。 

アートだろうと、「りんごの森」には旬ってものがあり、締切があるんだからね。 

ぼちぼち・・・どころか、いよいよ今年の準備してかなきゃ・・ですよ！ 

あっという間ですよ、一年なんて。。。 

 2017年 05月 22 日(月)15時 54分 

  

こいのぼり 

 

被災した閖上を再び訪れました。 

私が新任時代子供たちと過ごした小学校はなくなっていました。 

抜けるような青空に慰霊碑のモニュメントが天をさして立っていました。 

そのそばで風をはらんだこいのぼりが泳いでいました。 

そして南三陸町へ初めて行きました。 

防災庁舎はさび止めの塗装がなされ、かさ上げ工事で近づくことができませんでした。 

白いきりこプロジェクトに刻まれた「ここに生きる」が胸を打ちました。 

閖上も南三陸町も見回す限り、まるで広大な造成地のようなかさ上げ工事が広がっています。 

これを見ると、まだ私は頑張らなくては・・・と奮い立ちます。 

まだできるとことがあるだろうと信じます。 

 2017年 05月 12 日(金)13時 48分 

  

君の道は 
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辛いのだろうか？ 

寂しいのだろうか？ 

ふりしぼっているのだろうか？ 

優しいきみだから 

強いきみだから 

誰にもわかってもらえない想いは 

みな形は違っても持っているよ 

それでも歩くんだよ 

一歩一歩迷いながら 

正解なんてないさ 

やりたいことばかりで生きてはいけない 

けどやらなければならないことだけでも生きていけない 

自分らしくなんていつまでたっても言えやしない 

使命だったり 

想いだったり 

夢だったり 

それでも歩く 

岐路に立つ度にどうしようと迷い、もがきながら 

それでも選ぶ右か左か 

時には戻ってみてもいいじゃないかい？ 

そうすれば違う風景がきみの後ろに広がっているかもしれない 

みな独りなんて思わなくていいんだよ 

みなそれぞれの道を必死で生きている 

それさえわかれば、またきっと一歩が生まれると思うよ 

どんなに隔たっていても 

どんなに・・・ 

同じさ、みんな 

きみは決して独りじゃない 

私もひとりじゃない 

 2017年 04月 12 日(水)08時 02分 

  

春の雪 
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東京の桜は早くも、もう、ほころんだらしい。 

春が来るきざしは一雨ごとに増えていく。 

そしてやっと今年もみちのく道を北上している。 

北にいくにつれて、木立ちはまた寒々として、芽吹きは遠いように感じる・・・ 

それでも、よく見ると、ほんのり新芽が色づき始め、けぶっているような風景が走りすぎていく。 

高速の道は乾いているし、時々陽もさすし、うん、もう普通タイヤでも大丈夫だな。 

と・・・突然・・・雪・・・か？ 

県境あたりで、山も見えなくなった・・・ちょっとした吹雪のよう・・・（ちょっとおげさ・・・） 

そっか・・・3月末・・・まだみちのくには雪がちらつくことがよくあったんだよね・・・。 

卒業や入学の季節は・・・霙だったり、季節外れのなごり雪だったり・・・したっけなぁ～。 

それにしても・・・さしずめ、私は雪女・・・？？ 

と、そこにラジオから流れてきたこの歌・・・ 

3月は切ない季節です。 

ふっと、おもわず涙ながれたりするみちのく旅なのでありました。 

 

-------------------------------- 

もし今夜この街に 

不似合いな雪がつもったなら 

足跡のない公園を 

僕と步いてみないかい 

（中略） 

心だけはどこにでも 

自由に飛んでゆけるから 

(中略) 

小さな石につまずいては 

臆病になっていただけさ 

君らしく步けばいいよ 



春の雪  

作詞：德永英明 より引用 

--------------------------- 

そうだよね、ゆっくり自分らしく歩いていけばいい。 

見守っている人は必ずいるのだから・・ 

ひとりじゃないよ、きっとね。 

それぞれの別れ・旅立ちのこの季節。 

さて、どんな出会いがこれから待っていてくれるのか。 

ひとつひとつ蕾が膨らみ、はじけて咲くように・・・ゆっくりとゆっくりとね。 

 2017年 03月 24 日(金)13時 38分 

  

新しい年を迎え 

 

あけましておめでとうございます。 

2017年が佳き年となりますように。 

ひとりでも多くの人々が幸せでありますように。 

写真は、今年の年賀状です。 

毎年「りんごの森」が誕生する地、岩手県遠野市宮守町。 

そして宮守のシンボルと言えば「めがね橋」です。 

ここを通る SLは銀河鉄道として多くの人に愛されています。 

宮守はとてものどかな地です。 

1年に秋 2回、ジュースとジャムを作りにこの地を訪れます。 

花巻から東和を抜け、猿石川に沿って上流へのぼり、その支流宮守川のさらに上流に「りんごの森」を

作って下さる加工所があるのです。 

毎回行き帰りに、この「めがね橋」をくぐります。 

運が良いと、この橋を渡る SLに出会えたりもします。 

私は 1度だけ遭遇しました。 

いつかこの橋を描いてみたい・・・と。 
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で、今年ジャムを製造していた作業の合間に描いてみました。 

近くのホームセンターでスケッチブックをみつけ、鉛筆と鉛筆削りを買って 50分ほどスケッチに挑みま

した。 

川まで下りて見上げた「めがね橋」は、圧倒的でした。 

最初スケッチブックを横にして橋全体を描こうと試みました。 

描いてみるとまっすぐのように見えた橋は緩やかにカーブしていることに気付く・・・これが難しい。。。 

何枚か描いてみるがどうしてもこのカーブ感がでないんですね。。。 

それで、横構図をあきらめ、縦構図にしてみました。 

最初に見上げた時の感覚を描いてみようと。。。 

それも四苦八苦。 

「あ～駄目だな・・」と、ふがいなく、時間もなく、そのまま未完で切り上げました。 

でも、この 1枚が、私にとって、この 1年で描けたたった一枚のスケッチなわけで。。。 

絵を描く時間は、まさに「無」になれる時間だったのだ・・・と、改めて気づかされたりもしまして。 

思うように描けずもやもやしながら、どこか爽快な気持ちも感じつつ・・・ 

久しぶりに、貴重な時間を過ごすことができました。 

 2017年 01月 10 日(火)00時 43分 

  

心静かに 

 

今年もクリスマスの季節を迎えます。 

毎年思います。 

クリスマスが生まれた地域で起きている恐ろしい光景がどうか夢でありますように・・・と。 

私たちは殺しあうために生まれてきたのではない・・・。 

生きとし生けるものは全て同じ起源からはじまっている・・・のではありませんか？ 

冷たい牙を背中に感じます。 

空気が淀んでいるようで胸が苦しいです。 

水底に重い錘と一緒に沈んでいくようで怖いです。 

心が千路に乱れます。もう誰も守ってくれないのではないか・・・？とそんな想いをしている人でこの地

球がいっぱいになりそうで・・・。 

なんとか、心静かにクリスマスを迎えることはできないのでしょうか？ 

 2016年 12月 15 日(木)19時 24分 

  

2016 りんごの森完成です。 
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今年もかわいい子たちが誕生しました。 

定番となりましたりんごの森ジュースはご予約を承り、 

早くも在庫が少なくなって参りました。 

ジャムも程よい酸味が好評でじわじわとご注文がのびております。 

今年も東北への想い、九州阿蘇への想いをのせて、各地へ旅立ちを始めております。 

ぜひ、この機会に日本でオンリーワンの「りんご森」を大切な方へのプレゼントとして、また 1年頑張っ

たご自分へのご褒美として、どうぞ。 

「りんごの森」は 1年に 1度きりの製造です。 

旬の味を旬の時期にジュースとジャムに仕上げております。 

一度味わっていただくと、忘れられない美味しさですね。 

 2016年 10月 31 日(月)13時 45分 

  

りんごの旬とジュースの旬 

 

日本でりんごの旬がいつなのか？ 

みなさんはご存じでしょうか？ 

一般的に秋から冬です。 

ではりんごジュースの旬とはいつでしょう？ 

「りんごの森」ジュースはりんごの旬に合わせて搾ります。 

早生りんごと言われるりんごの中でも秋早く収穫されもっとも香りゆたかでジューシーなりんごにこだわ

っています。 

ジュースの製造日をご覧いただければわかります。 

９月中旬です。 

これが、りんごジュースという加工品の概念を変えると私は信じています。(ちょっと大げさ・・・ですね) 

ジュースを搾る者として、他の製品も製造日は必ずチェックするようになりました。りんごジュース製造

月が４月、７月・・・「？」です。新鮮なりんごを搾っているとは思えないのです。 

さらにジュースには、一斗缶にとりあえず充填して、後日ブレンドして製品化するという手法があります。 

一年中いつでもジュースが提供できるようにと・・・一時保存するわけです。 

が、そこから瓶など製品として充填するのは少しずつ後日になっていくわけで、製造日はその充填日で
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よいのです。その事実を私は自分がジュースを搾って初めて知りました。びっくりです。 

濃縮還元ジュースにおいては問題外です。輸送コストを考えて濃縮され充填時に水で薄めるわけです

ね。この水はいったいどんな水を使っているのか・・・わからないのに、果汁 100％と表示できるのが、

仰天です。 

さらに言えば、昨今はりんごの貯蔵技術もあがりました。 

今年はお盆前夏の暑い最中に「つがる」りんごが販売されているのをみました。ネットでも。。。８月初

旬に国産の「つがる」はあり得ません。極早生と言われるりんごならわかりますが、「つがる」の旬は９

月です。ということは、１０か月以上も倉庫に貯蔵していたりんごが販売されているのです。。。 

特別な処理をするとりんごはパリパリの歯触りだけ残すことができるのです。りんごのアンチエイジン

グ？ですね。 

こうして私たちは自分たちが食べる国産のりんごの旬すらわからなくなっているのです。 

そういう意味で、「りんごの森」はとても贅沢な搾り方をしているわけです。りんごそのものを食べても美

味しい旬の時期に合わせて搾って瓶に充填しているわけですから。なので１年に一度しか創らないし、

季節限定なのです。 

お飲みいただくと、みなさんまず香りにびっくりなさいます。そのはずです、りんご畑で摘んだばかりの

りんごを時期をあけずぎゅっと搾っているのですから(^^)/。 

今日はちょっと自慢話になってしまいました。 

今年も「りんごの森」ジュース無事に産声あげました。 

どうぞ、今年の旬のジュースの味をお楽しみいただきたいと思ってます。 

 2016年 10月 05 日(水)10時 53分 

  

想いをつなぐ 

 

ふるさとをはなれた所から災害に見舞われた故郷を想う。 

病気に苦しむ人たちを想う 

子供たちの未来を想う 

いきものたちの声を聴く 

風が伝えるものを感じる 

私たちには想いをつなぐ多くの糸があります。 

UCHICOLOR HEARTが大切にしている活動のひとつに「リレーフォーライフ」という活動があります。 

http://relayforlife.jp/ 

がんの患者さんやその家族を支えるチャリティ活動です。「リレーフォーライフさんりく in釜石」は昨年か
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ら始まりました。 

UCHICOLOR が医療と紡いでいる一本の糸です。 

 2016年 09月 03 日(土)14時 59分 

  

垣根と違い 

垣根とは、区別するもの。区切るもの。隔てるもの。 

私たちはいくつの垣根をもっているのでしょうか？ 

お隣との垣根。 

国や、県や、市や、町や、村の垣根 

人種の垣根 

考え方の垣根 

そして障害のあるなしの垣根。 

垣根と違いは別のものと思います。 

垣根は似たようなものの集まりやまとまり。 

違いはそれぞれ個々。 

私たちに違わないものなどありません。 

住む場所が違うから 

肌や目の色が違うから 

支持する考えが違うから 

違うものだらけ。 

それでも、同じくくりを作りたい。 

安心するからでしょうか？ 

そう考える方が安全だからでしょうか？ 

この線からこっちとあっちは別の世界なのでしょうか？ 

ましては同じ人間に区別はあるのでしょうか？ 

元気な人、病気の人 

障害とは何でしょうか？ 

不自由とは何をさしていうのでしょうか？ 

同じように痛さも苦しさも喜びも悲しみも感じる心に垣根はあるのでしょうか？ 

目に見るもので区別をする。 

でも目に見えないものに区別などないと、私は思うのです。 

世界中の情報がどんどんグローバルになり、 

垣根がなくなったように見える。 

それなのに、悲しい事件ばかり。 

全てが心の垣根のせいではないのかしら？ 

違いを認めない、許さない心が新たな恐怖として広がりそうで怖いのです。 

 2016年 07月 31 日(日)05時 16分 

  

眠れぬ夜も・・ 
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眠れない夜を経験しない人はいないでしょう。 

まんじりともせず朝を迎えてしまったことのない人もいないでしょう。 

でもそれは、もしかしたら、とても当たり前のことかもしれません。 

私たち人間は涙を流せる生き物です。 

♪♪まるで暗い流れを渡るひな魚のように 

泣きたいよるにひとりはいけない 

涙だけは大きなタオルでもあればかわくだろう 

けれど心の傷口は自分では縫えない。 

子どものころに好きだった歌の名前をいってごらん 

胸の中できかせてあげよう心が眠るまで♪♪♪ 

（中島みゆき 泣きたい夜にの歌詞より引用）ひとりではないと思えるだけで、私たちはまた新しい朝を

迎え 

前を向いて歩いていけます。 

森も一本の木ではできません。 

人間も同じです。 

いろいろな人がいて、囲まれ育まれ人は生きていくのでしょうね。 

クレージーでも、それをわかってくれる人は必ずどこかにいます。 

個人は孤人ではないのです。 

 2016年 06月 12 日(日)05時 38分 

  

りんごの花咲きました 

 

今年も東北岩手のりんご畑に、りんごの花が咲き始めました。 

メイポールの紅い花も一緒に咲きはじめましたよ。 

みつばちやまめこばちたちが忙しく蜜を集め、花粉を運びます。 

この花たちを見ると、今年も勇気が湧いてきます。 

ここで、ある友人が教えてくれた歌を紹介します。 
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ロシア民謡に日本語の歌詞がついています。 

ボニージャックスが歌った歌のようです。 

りんごの花咲く頃 

１。  

若葉かおる五月の庭 りんごの花咲き 

流れてくる 乙女たちの 歌声は楽し 

君を待つひととき 幸に満つ心 

 ※風そよぎ 花匂い 望みははるか 

  風そよぎ 花匂い 望みははるか 

２。 

露深き野の小道を 歌いつつ行けば 

りんごの花 月にさえて うるわしい今宵 

君とあるひととき 幸に満つ心 

  ※風そよぎ 花匂い 望みははるか 

  風そよぎ 花匂い 望みははるか......(rfl) 

  

３。 

岸辺に寄す波を伝い バイヤンの調べ 

春に生きる 若者の ひとみはかがやき 

君と語る明日の 幸に満つ心 

 ※風そよぎ 花匂い 望みははるか 

  風そよぎ 花匂い 望みははるか......(rfl) 

 2016年 05月 08 日(日)08時 39分 
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りんごの森を生み出す力 

 

今年お世話になった工場のみなさん。 

早朝から立ちっぱで残業で夜まで頑張って下さいました。 

女性の力炸裂！ 

仕事中は真剣 

でもカメラを向けると最初恥ずかしがっていたみなさんも、こんなチャーミングな笑顔を見せて下さいま

す。 

お世話になりました。 

そして今年も皆さんのおかげで「りんごの森」は生まれました。 

教えていただきました。小さな作業の極意も。 

決して単純作業ではないのですね。長年積み上げた知恵を終結しての伝授でした。 

ありがとうございます。 

5年目を迎えたプレミアムなりんごの森を一緒に作った頼もしい女子戦士のみなさんです。 

 2015年 11月 07 日(土)11時 47分 

  

若葉のころ 
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いささか季節はずれですが。 

今日はこの歌を紹介します。 

映画「小さな恋のメロディ」より 

by BEE GEES （ビー・ジーズ） 

（英訳は・・・ネットより直訳です・・・あしからず） 

若葉のころ 

Now we are tall,and christmas trees are small, 

今、僕たちが高くなって、クリスマスツリーは小さくなった 

and you don't ask the time of day 

そして君は何も言わなくなった 

But you and I,our love will never die, 

でも僕たちの恋はあの時のままだよね 

but guess we'll cry come first of may 

でも五月の初め（年頃）になったら泣くかもしれない 

The apple tree grew for you and me, 

りんごの木は僕と君のために育った 

I watched the apples falling one by one 

僕はりんごがひとつずつ落ちてゆくのをみつめていた 

And I recall the moment of them all, 

そしてあの時のすべての瞬間を思い出す 

The day I kissed your cheek and you were gone, 

僕が君の頬にキッスしてそして君が去ってしまったあの日を 

Now we are tall,and christmas trees are small, 

今、僕たちが高くなって、クリスマスツリーは小さくなった 

and you don't ask the time of day 

そして君は何も言わなくなった 

But you and I,our love will never die 

でも僕たちの恋はあの時のままだよね 

but guess we'll cry come first of may 

でも五月の初め（年頃）になったら泣くかもしれない 

when I was small,and Christmas trees were tall, 

僕が子どもの頃 クリスマスツリーは高かった 
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Don't ask me why,but time has passed us by, 

何故って聞かないで、でも時は私たちを過ぎていった 

Someone else moved in from far away 

誰かさんが遠くからひっこしてきた 

Now we are tall,and christmas trees are small, 

僕が子どもの頃 クリスマスツリーは高かった 

 2015年 09月 19 日(土)05時 18分 

  

ふるさとは遠きにありて思うもの 

 

今日はこの詩をご紹介します。 

ふるさとは遠きにありて---室生犀星 

ふるさとは遠きにありて思ふもの 

そして悲しくうたふもの 

よしや 

うらぶれて異土の乞食となるとても 

帰るところにあるまじや 

ひとり都のゆふぐれに 

ふるさとおもひ涙ぐむ 

そのこころもて遠きみやこにかへらばや 

遠きみやこにかへらばや 

[小景異情ーその二] より 

UCHICOLOR を起ち上げた時に、真っ先に浮かんだ詩です。 

2011年の東日本大震災からずっと、UCHICOLOR HEARTの影として存在している詩です。決して表で

はないのですが、改めて今この詩を読み、ふるさとを遠く感じたりするのです。 

 2015年 06月 04 日(木)06時 38分 

クリスマスに想う 
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今年もクリスマスの季節を迎えますね。 

みなさんは、どんなクリスマスを迎えるのでしょうか？ 

都会では競い合うようにまばゆい光で包まれキラキラです。みながサンタクロースやプレゼントのこと

で、ワクワクの季節ですね。 

が、私はふと思うのです。 

クリスマスは、もっとつつましいお祝いの場であり、祈りの場であったのではないか・・・と。 

クリスマスは、ベツレヘム（今のイスラエル、エルサレムのヨルダン川西岸地区）という小さな町の馬小

屋に生まれたイエスキリストの誕生を祝うもの。羊飼いが夜空に不思議な星を見つけ、それに導かれ

て馬小屋へ向かいます。そして東方からもこの不思議な星に導かれ 3人の博士が馬小屋へ向かっ

た・・・それがクリスマスの始まりですね。 

そして、今、この地域では、地球上でいちばん血生臭い戦いが続いています。 

私たちの耳にはごく一部の情報しか入ってこない、不幸なそして不毛な戦争が続いているのです。見

上げる空に光る星も月も、私たちが見上げる空と同じ、この土地で、私たちの想像をはるかに超えた

哀しみが充満しているのです。 

平和とは何か愛とはどういうことか・・・。このクリスマスの日に少し思ってみるのも、良いかもしれませ

ん。 

サンタクロースは、この戦いの地にもプレゼントを持って向かってくれるのでしょうか・・・？ 

人の命が消えることは、宗教が違っても、人種が違っても、深い悲しみであることには、違いないので

す。 

どうか、平和を祈って、今、身近な人と一緒にいられる幸せと命と愛を感じて、クリスマスをお迎えくださ

い。 

 2014年 12月 21 日(日)11時 04分 

  

  

let's gater でお待ちしております。 

 

いよいよです。 

今季出来立てを持って練馬区光が丘公園・第 5回ロハスフェスタ in東京（2014.9.27～28）へ GO! 
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さて、今年はどんな笑顔にお会いできるのでしょう。 

震災後 2011年から 4 回目の出展です。 

写真は、昨年の 2013 りんごの森たちです。 

ぜひ、let's gather projektブースに直接会いに来てくださいね。 

 2014年 09月 26 日(金)23時 49分 

  

ちいさな秋 

 

東北にも秋がやってきました。 

岩手山も姿を見せてくれました。ふとコスモスの畑に迷い込み、赤とんぼをみつけたり。 

懐かしい稲刈の風景に出会ったり。 

野焼きの匂いが懐かしかったり。 

ずっと忘れてたような・・・ 

みなさんも、ちいさな秋を見つけに、お散歩してみませんか？ 

 2014年 09月 22 日(月)09時 18分 

  

 2014年 09月 22日(月)09時 18分 

縁の下の力持ち 

 

今回もお世話になりました。 

テスト搾りの段階でりんご達を毎年一種類ずつ丁寧に搾っていただきます。 

この時期にりんごジュースを搾るというのは珍しいことです。 

通常のりんごジュースは、生で売れなくなった残りのりんごを早くても１０月～遅いとなんと翌年の７月あ
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たりまで貯蔵りんごで搾るんですよ。下手をすると、昨年の貯蔵りんごを使ってることもままあるのです。

安価なりんごジュースは特にそういうことがあります。 

が、「りんごの森」は一切貯蔵りんごは使いません。その年の秋もぎたての旬の新鮮なりんごしか搾らないん

です！それが自慢です。 

なので、りんご畑から直接届いた味と香りになるんですね。 

写真の工場のみなさんは、「りんごの森」作り始めてから、ずっとこんなUCHICOLOR のわがままを快く引

き受けてテスト搾りして下さってます。 

そして、この日から、試行錯誤の配合が調整されます。 

五感を研ぎ澄まし、今年のりんご達の声を聞くように、少しずつ少しずつ今年の味を探ります。まさに真剣

勝負です！ 

眠れぬ日々を経て、今年の「りんごの森」は生まれて行きます。 

こんな縁の下の力持ちの方々に支えられて、ようこそ、well came!!「りんごの森」なんですね。 

美味しいわけは、ここにあるのです。 

 2014年 09月 19日(金)20時 24分 

メイポールたち 

 

今年もいよいよ収穫です。 

とても気難しいりんごなんですが、 

かわいいでしょ？ 

さあ、今年はどんな感じになるのかしら？ 

もうすぐテスト搾りです。 

一年に一回しか答えがでない。 

毎年どきどき、わくわくのきせつです。 

 2014年 09月 14日(日)06時 07分 

道をみつける 

 

こんな道はもう少なくなりましたね。 

昔はこんな道を走って遊びに行ったり、歌を歌いながら学校から帰ってきたりしたものです。 
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雨が降れば、水たまりができて、雨上がりには、その上にアメンボがすいすい走っていたりしました。 

轍の道ですが、なぜか懐かしい。 

長靴もはかなくなりました。 

がたぼこした道は通らなくなりました。 

全てがすーいすーいとよく滑る舗装道路です。 

だから、こんな道に出会うとつい、立ち止まって、足元を覗き込んだり、振り返ってみたり、ちょっと土の

匂いや草の匂いを嗅いだり、風のそよぎもいつもと違って感じたりします。 

不便だった生活がどこもかしこも快適になってしまって・・・ 

それなのに、こんな道があることに、ちょっと安心したりする・・・人間ってわがままですね。本当に。 

♪きみのゆくみちは、はてしなくとおい 

なのに なぜ なにをさがして 

きみはゆくのか そんなにしてまで♪ 

ふと浮かんだ懐かしい歌です。 

 2014年 08月 18日(月)17時 51分 

異国で想うこと 

 

見知らぬ国へ行くと、いつも思うことがあります。 

同じ時間に同じ地球上にそれぞれの人々の営みがあることを。 

吹く風の香りも、目に触れる人々の顔立ちも、歩む街の建物も日本とは全く違っているのに。昇る月は同じ、

暮れる夕焼けも同じです。不思議な感覚におそわれます。 

語学などできない私ですが、必ずその土地の言葉をひとつ、ふたつは覚えて、出会った人に挨拶を試みます。 

すると、どんな国の方々でも必ず笑顔がかえってきます。 

同じように異国の地で日本語で語りかけられると、思わず私も笑顔になります。 

悲しいニュースばかり、最近は飛び込んできます。 

笑顔で伝わる心を忘れ、怒りと悲しみに満ちた国々があります。 

同種で殺しあう生き物の筆頭は人間です。 

でも笑顔をつなぐことができる唯一の生き物も人間のはず。。 

怒りの連鎖を断ち切って、笑顔の連鎖が広がりますように・・・と祈らずにはいられません。 

 2014年 07月 21日(月)17時 11分 

墓碑の意味 
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久しぶりに祖父母が眠る墓を参り、叔父の墓を親戚の皆と参りました。 

この墓碑の後ろに刻まれているのは、ドイツ語です。 

「GEGENWART IST NICHT EIN PUNKT」 

今となっては、叔父がどんな想いで刻んだのか・・・皆、わかりません。 

私たちはあ～でもない、こ～でもないと語り合って、 

とうとう墓碑談義へ発展しました。 

ドイツ語ができる人によると、 

「是空」に合い通ずるものがあると。 

直訳すれば 

「現在とは、一つの点ではない。」となるそうで、 

それを踏まえた家族の一人は、 

「現在とは、単に一瞬を指すのではない。」 

過去→現在→未来の繋がりを指しているように思うと翻訳。 

またもう一人も、一説にはニーチェっぽいかも。 

「この世にいた８０年ぐらいだけでなく、永劫に存在するのダ！」というような解釈。 

まさに墓碑表に書いてあった「是空」という言葉から、こ世の存在が、実存なのか空なのか はともかく、前

世から未来永劫までその人は生きていて、地球上にいたのはほんの一瞬のこと・・・と翻訳 

なるほど～お二人とも哲学的・・・ 

そしてまた一人、この文を 

「 存在は一点ではない→ 時は流れる→ 飲めるとき飲んどけ 遊べるとき遊んどけ と迷訳。 

＜皆爆笑、大賛成＞ 

で、こんな哲学的な墓碑を刻んだ当の叔父の最後のことばはというと、、、「ステーキたべたいな～」だったと

か・・・ 

今ごろ、天国で頭をかいているかもしれません。。。 

人生は、宇宙のなかでは一瞬まばたきほどの短さですね。 

そして、存在そのものが奇跡なんですよね。 

それなら、精一杯笑って泣いて、存分に生きようではありませんか？ 

 2014年 05月 29日(木)09時 58分 

こどもの成長の糧 
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悪いことは悪い、間違ったことはすぐに謝る、そしてすぐに仲直りをする。それが子ども達には大切。 

こどもは飽きやすいのです（笑）大人ほどの辛抱力はまだ備わっていないのです。 

そして、それが、子供が成長していくスピード感なのではないでしょうか？ 

大人はつい、わが子かわいさに、「トコトン正義とは、反省とは何か」と、子供たちにわからせようとしたり

しますね。正しいことを教えることも大事ですが、度が過ぎると、逆に子供の成長の機会や、たくましさに

繋がる芽を摘んでしまうことになりかねないのでは・・・ 

今は、こどもにけんかも怪我もさせられない。 

加干渉で過敏な大人が高い城壁を作って、その中の快適な広場でしか子供たちは遊べない時代になってやし

ませんでしょうか。 

世のお父さん、お母さん、そんなに窮屈な世界にこどもを追いやらなくても・・・いいんじゃないでしょう

か？ 

子ども同士の冒険も少々の危ない経験も、いずれは子どもたちの成長の糧になるとは思えないでしょうか？ 

こどもたちは、大人が思う以上に、自ら育つ力や、友だちと仲直りできる力、前を向いて明るく生きる力を

備えてるものです。 

だから大人も、もっとおおらかに、のはびやかに、そして、ゆっくり子どもたちを見守っていきませんか？ 

そして本当の危機の時には、全力をもって、子どもたちを守っていきましょう。 

こどもたちは、私たちの希望そのものなんですから。子達が目をキラキラさせていてくれることが、大人の

喜びなのですから。 

 2014年 05月 23日(金)15時 41分 

根津ピアノと星空とともに 
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先日 3.11前にどうしても、3年前のあの大震災の夜の仙台の星空を再現した「星空とともに」（仙台市天文台

制作）を観たくて、関東圏内（千葉、神奈川、前橋）のプラネタリウムにはとうとう間に合わず、甲府のプ

ラネタリウムまで飛んで行きました。恥ずかしながら甲府を訪れたのはこれが初めてでした。駅の北側に「藤

村記念館（旧睦沢学校校舎）」の洋館がありバスの時間までそこをふら～っと見学しておりました。そこに「根

津ピアノ」というのがあったのです。「社会から得られた利益は社会に還元する義務がある」という信念を持

った山梨出身の甲州財閥の根津さんという方が山梨県下の小学校へ送ったピアノだそうです。ここでこのピ

アノに出会えたことに感銘しています。そしてプラネタリウムへと登った愛宕山からの甲府盆地の美しさそ

れを囲む山々の美しさに息をのみました。夕方閉館とともに始まった「星空とともに」を観て、外に出た時

はちょうど夕暮れ黄昏時、甲府盆地が紫色へと暮れていく中に灯りがポツリポツリと灯っていく一番美しい

時間でした。「あ～ここまで来て良かった」と心から思いました。そしてきっと一生忘れることはないだろう

と思いました。この美しい場所で観た仙台の 3年前の震災の夜の星空。その星空を見上げた人々から紡ぎだ

された言葉のひとつひとつ・・・。ふるさとを離れて暮らす私が、あの震災の夜に家族とも友人ともその場

に居合わせることができなかったことへの後ろめたさ・・・悔しさ・・・哀しさ・・・全てをこの甲府盆地

は優しく包み込み、抱きしめてくれたように感じました。そしてここには誇り高き志高き人々が何人もいら

したのだ・・・と初めて知りました。やはり先人を多く輩出した岩手出身者として、感銘いたしました。半

日の日帰り旅でしたが、美しい旅となりました。 

ちなみに、私と一緒に旅してくれたのは、宮城県の「亘理の FUGURO」ブランドのいちごのストラップです。 

 2014年 03月 13日(木)19時 01分 

北国を行くりんごの森 

 

2014秋りんごの森に向けて、新しい出会いを求めて、旅しました。一気には変わりませんが、一つずつより

グレードを上げていくべく、旅です。 

そして、その旅へ向かう当日、遠い実家の母はそっとひな人形を飾って見送ってくれました。今度いつ帰れ

るかわかりません。母は、ふと思い立って「あなたに見せてあげたかった」と、一人で飾り始めてました。

懐かしいひな人形です。宮城県沖地震で人形ケースは壊れました。それ以来、手作りの雛壇を重ねて飾るの

が実家流。久しぶりに母と一緒に一体一体飾りました。 

母の気持ちを胸に、電車を乗り継ぎトンネルを超えて、新しい出会いへ向かいました。そこで待っていたの

は、これまた美しい夕日と一面の雪景色。そして温かく穏やかの人が待っていてくれました。はじめまして。
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よろしくお願いいたします。 

 2014年 02月 17日(月)12時 43分 

勇気をもらう 

ソチオリンピックの日本選手の姿から、どれだけ私たちは勇気をもらうことだろう。 

スポーツはストレートに実力を試される。 

オリンピックという世界の檜舞台で、それが花開くこともあるし、悔しい涙となることもある。運も不運も

ある。そして、どの選手にもドラマがある。そしてどんな栄光の基にも、そこまでの積み重ねがある。本人

の努力はもちろんであるけど、そこまでの無数のアスリート達が歩んできた道の積み重ねもあるのです。無

数の汗と涙と努力とパワーの礎があるのです。 

そして、アスリートを支える目に見えない無数のサポートがあるのです。 

だから、私たちは、今この感動と歓びを、勇気として受け取れるのでしょうね。 

だれもが一体となって歓びも悔しさも共有できる。 

その想いが、また新しい歴史への一歩、礎となるのです。 

それは細胞の DNA、精神の DNA、心の DNAとして受け継がれていくのですね。 

 2014年 02月 16日(日)05時 28分 

寒中のお見舞い 

 

お年賀できなかった方々へ 

 2014年 02月 03日(月)14時 18分 

14番目の月 
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今日 14番目の月の日に、我が家の小さな命がこと切れました。我が家にやってきたのは 2年前のお祭りの晩

でした。金魚なのかめだかなのかわからない風変わりな変な奴でした。我が家にきて 2年と 7か月、最年長

の子でした。命あるものは必ずこういう瞬間を迎えるわかってはいるのですが、いつまでたってもこの時に

慣れません。こと切れたことを知る前、仕事の帰り道に偶然上ったばかりの 14番目の月を街路樹の間から眺

めました。この冬一番の冷え込みで雪もちらつくと思われたどんよりした今日の空に、白いはかなげに透け

るような月が上りました。 

明日は今年一番小さく見える満月だとか。月が一番地球から遠い道を通るのだそうです。 

 2014年 01月 15日(水)23時 50分 

メイポールのクリスマス 

 

かわいいんですよ。小さくて。でも味はパンチがあるんです。メイポールはバレリーナツリーと呼ばれます。

りんご畑でつま先立ちして両手を空に向け踊るバレリーナのようです。春は白いりんごの花の海に灯る灯台

のように濃紅色の花をさかせます。秋には小さな小さなりんごたちが枝枝にお尻をこっちに向けて実ります。

冬には、まるでりんご畑のクリスマスツリー。。背高のっぼです。 

が、このりんごは、春花を咲かせた後は、ほとんどその花を摘まれてしまいます。受粉のために植えられて

いるりんごだからです。このりんごに、UCHICOLORはすっかり魅了されてしまったのです。今日はいただ

いた小さな手作りの真っ白なかごにかわいく盛り付けられたメイポールでクリスマスです。ふるさと岩手は

ホワイトクリスマスだそうです。今、メールいただきました。 

 2013年 12月 24日(火)12時 18分 
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サンタになってね 

 

今年のクリスマスは、どんな過ごし方をなさいますか？ 

ラジオから流れる歌をききながら・・・なんていかがでしょう？ 

私たちの青春時代はラジオ・・・だったような。 

キラキラのゴージャスなディナーもいいけれど、ラジオから聞こえるクリスマスソングを口ずさみ、ラジオ

でつながる気持ちにほっこりと心を温めて過ごすのもいいものですよ。 

サンタになって飛んで行ってね。りんごの森！いってらっしゃい！！ 

全国からの想いを乗せてね。 

岩手のみなさん、明日の正午から生放送です。 

 2013年 12月 23日(月)21時 33分 

お里帰りで、りんごの森 

 

昨日無事に、りんごの森を、岩手へ配送して参りました。りんごの森が生まれたふるさと岩手へ送ってきた

ところです。りんごの森とミュージックの初コラボです。 

歌好きの代表にとっては、この上ない喜びのようです。 

12月 24日正午から 24時間生放送で、今年で 36回を迎える IBC岩手放送ラジオ・チャリティー・ミュージ

ックソンへクリスマスプレゼントとしての旅立ちです。 

しかも今年は三陸特設スタジオが設置される陸前高田市の細根沢仮説住宅の集会所へ運んでいただきます。 

先月一晩お世話になった陸前高田のみなさんに、どうかどうか温かいクリスマスが舞い降りますように。 

あの晩見上げた星空が忘れられません。 

東京はこの時期、人工的なキラキラでいっぱいです。 
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が、本物の降るような星空は、まさに天使が降りてくるようです。 

2013年 12月 23日(月)00時 01分 

２０１３りんごの森、カウントダウン！ 

怒涛の１０月、あっという間の１１月、そして近づくクリスマス。 

ふときがつきましたら、りんごの森カウントダウン残り６０本切りました。もっと早くお知らせするべきで

したが、すみません。 

新たなお嫁入先が今日舞い込みました。それも嬉しい出会いです。進出鬼没のりんごの森、クリスマスイブ

にはこの子たち、旅して○〇〇〇になります。どなたの手へ旅するのでしょう。近づきましたら、facebook

でもこのブログでもお知らせできるか・・・と思います。思わせぶりでごめんなさい。もうしばらくお待ち

下さいませ。 

 2013年 12月 20日(金)00時 45分 

寄り添うということ 

 

拠り所を無くすということを想像できるだろうか？頭では言葉ではわかっていても、私たちはそれを実感で

きるだろうか？呆然とその現実の中で立ちつくしても、この地で 2年 8か月を過ごすこととは全く違うので

す。 

同じ境遇だからこそ、人は寄り添えるのかもしれません。 

私たちには見守るということしかできません。そして祈ることしか。 

偽善ではないだろうか？と振り返ります。 

全国から集まった小さな灯りに手をかざして、ほっこり心がほぐれてくれますようにと、その想いだけは間

違わないようにと、改めて心に刻みます。 

 2013年 12月 01日(日)11時 20分 

りんご畑にも赤とんぼ 

 

秋のりんご畑には、赤とんぼもやってきます。俳句の世界では「秋津」と言われる秋の季語。 

とんぼは実りを迎えた田んぼで羽化します。その姿がそよぐ稲穂がまるで飛んでいるように見えることから 

「飛ぶ穂」が「とんぼ」になったとも言われます。 
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まさに、実りの季節に現れる秋の使者ですね。 

 2013年 10月 01日(火)07時 14分 

いよいよ 2013「りんごの森」 

 

いよいよ、来週からテスト搾りが始まります。そして今年のテイスティングテストを繰り返し、今年の「り

んごの森」の味を決め、各りんご達の今年の配分量が決定されます。毎年気候などで微妙に味やジューシー

さ香などが違うりんご達です。 

今年はどんなハーモニーを奏でてくれることでしょう。 

一年で一番ドキドキする日が近づいてきました。 

（写真は初代 2011「りんごの森」が決まった瞬間です） 

2013年 09月 14日(土)02時 05分 

月に願いを 

 

偶然にもブルームーンと十六夜（いざよい）の月を撮ることができました。きっとこの夏の月は忘れられま

せん。十五夜の月が上る時刻には、東京は凄まじい雷鳴と稲光とゲリラ豪雨の真っただ中。数秒ごとに稲妻

が走り「落ちた～！」と轟く雷鳴。滝のような豪雨。十五夜どころではない・・・と思ったその後、走り去

る雲群の間から顔を覗かせた月。その美しさに息をのみました。そして天頂にはアルタイの星もはっきりと

輝いてました。この月がブルームーンだったと知ったのは後の話。あ～願い事を。いえいえ願いは届いたの

かもしれません。 

そして次の夜には十六夜（いざよい）の月がこれまた赤く東の空からのぼったところに出くわしました。慌

てて携帯していた小さなカメラで撮りました。あっという間に雨雲にのみこまれて霞んで見えなくなった月。 

この二夜の月は、私に特別なパワーを送ってくれたような、そんな不思議な気持ちになりました。 

そう言えば・・・初代「りんごの森」の夏も電車が止まるほどの嵐に見舞われましたっけ。嵐のあとには、

きっと佳きことがやってきます。きっとやってきます。 

 2013年 08月 23日(金)17時 19分 
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七夕のメイポールりんご 

 

先日岩手へ飛びました。 

今回も新しい出会いをいたしました。 

インターネットもクラウドも吹っ飛びます～。 

つくづく、人は会ってこそですよ。 

懐かしい人、初めての人に出会ってきました。 

学生時代の親友。 

昨年試作のジャムを製造してくれた加工所の方。 

今年初めて訪れた果樹園の園主さん。そのりんご畑では、私がずっと魅せられている「メイポールりんご」

が、かわいい実を結んでいました。 

これも、出会いの一つですね。 

降り立った岩手の駅に古風なそして賑やかな七夕飾り。 

思わず、「あ、そうか七夕だったんだ～」と、その時初めて気づいた私でした。 

七夕のメイポールに願いをのせて・・・また、一歩一歩です。 

 2013年 07月 13日(土)02時 17分 

2013.6.9宮城県岩沼市 千年希望の丘 
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東京からボランティアとして参加しました。荒浜植樹から一か月です。 

とても暑い 1日でしたが、4500人の方々がこの植樹祭に集まりました。昨年も岩沼で植樹が行われたと聞い

ておりましたが、「千年希望の丘」としては、今回が第一号！だったのです。 

その中で、小さなな出会いをした「UCHICOLOR HEART」です。 

世代を超え、地域を超え、ここで出会えたことに感謝です。まさにメモリアルな植樹祭でした。 

暑くて暑くて小さなお子さん達も大変だったろうなと案じています。でもよく参加してくれました。 

この思い出は、きっと忘れられないものになるでしょう。 

そして、またいつか、大きく育った「千年希望の丘」で集える日を夢見てます。 

 2013年 06月 29日(土)11時 38分 

誰もいない海 

 

何年ぶりなのか・・・海を見に来たのは。 

潮風に身をゆだね、潮騒ってこんな音だったのか・・・と、海の音に耳を澄ました。 

この海は、哀しいくらい美しすぎました。 

海岸線は緩やかにカーブして、あちらでは、海釣りをしている人が何人か。 

新しくできたコンクリートの防潮堤には、黙ったまま海を見つめていいる人が何人か。。。 

私たちはゆっくりとコンクリートの防潮堤を降り、砂浜を海まで歩きました。 

砂浜には、角がとがった石が何個も散らばっています。自然に海にたどり着いた石はこんなに角張ってはい

ません。 

浪打際まで来て、滑るように打ち寄せる波に手を浸してみました。少し海に足も浸してみました。 

あ～、砂浜から波が引く時、めまいのように感じるこの感覚。全てが懐かしく美しく楽しかった思い出につ

ながっている私。 

でも、この海をまだ見つめることもできない人もたくさんいるのだ・・・と。 
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 2013年 06月 18日(火)21時 12分 

人に魅せられて 

 

2011年震災直後から活動してきて思うことは、私を動かしているものは何だろうと。 

私が「りんごの森」を創るにあたって、「メイポール」に魅せられたことも確かです。 

が、それ以上に、であった人たちの魅力に魅せられているのではないかと思う今日この頃です。 

嬉しい限りです。 

幸せなことだと思います。 

まだまだ、人は捨てたものじゃないと思うのです。 

愚かなこともたくさんするのが人間ですが、それをフォローしてあまりあることもするのが人間かと。 

多くの魅力的な人たちに出会いました。 

そしてこれからも出会っていきたいと思うのです。 

写真は植樹の神様、宮脇昭先生とのショットです。「りんごの森」の一字も先生が長年なさってきた「いのち

の森づくり」からいただきました。 

今年御歳 85歳でらっしゃいます。 

UCHICOLORが魅せられたお一人です。 

「りんごの森」は人と出会うべくして生まれました。 

そのことを大切にしたいと心から思います。 

 2013年 05月 31日(金)09時 25分 

2012「りんごの森」UCHICOLOR HEART ご報告 

2011年に引き続き、2年目の 2012年も、小さい活動ですが、UCHICOLOR HEARTとして寄付活動を完了

できましたので、ご報告いたします。 

（今年はより被災地に直接届く形を検討させていただきました。） 

2012年 12月、宮城県東松島町大曲地区仮設住宅へクリスマスプレゼントをお送りいしました。 

2012年 12月、「瓦礫を活かす森の長城プロジェクト」へ寄付いたしましました。 

2013年 3月、「走れ東北！移動図書館プロジェクト」へ、寄付いたしました。 

2013年 4月、陸前高田市の読み聞かせ団体「ささ舟」のみなさんへ、大型絵本を寄付いたしました。 

UCHICOLOR HEARにできることは、小さきことですが、毎年震災復興を続ける東北へ「ふるさと遠きに

ありて想う」気持ちを届けたいと思っております。 

東北での植樹活動などにも参加し、行動する UCHICOLOR HEARTとしても、活動をしております。 
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少しずつ広がる「りんごの森」の輪に感謝です。 

 2013年 05月 13日(月)00時 25分 

被災地荒浜にて植樹活動 2013/5/2 

 

５月２日、仙台市の荒浜にて植樹祭が開かれました。 

UCHICOLORも参加、みなさんと一緒に木を植えてきました。 

昨年 6月に山本町の植樹に参加して依頼、２度目の被災地での植樹活動、宮脇昭先生との再会です。 

今回は瓦礫を活かした森の長城プロジェクトとして、理事長の細川護煕さんも見えました。 

UCHICOLORは、昨年末、このプロジェクトに寄付も行っておりますが、今回は行動する UCHICOLOR 

HEARTです。 

参加する直前に、３月の東松島町大曲の句会でご一緒した小牛田農林高校の文芸部の生徒さんと引率の先生

も参加とわかり、こちらも嬉しい再会です。 

宮脇先生がおっしゃるように、「誰でもできる、すぐできる、そして未来のこどもたちに残せる、一番大切な

のはいのち」の活動です。 

無心で木を植えることが、こんなにすがすがしいことなのか・・・と、毎回思います。 

ただひとつの手になる境地です。 

６月には、岩沼で、もっと大きな植樹祭があります。「千年希望の丘」です。 

荒浜で、何百人の人たちの一つ一つの手が植えてできた小さな森を愛おしそうに眺め、自ら歩き回って写真

を撮っておられる宮脇先生のなんと無邪気で嬉しそうなお顔。。。ここが森になる頃を思い描いていらっしゃ

るのでしょう。 

 2013年 05月 10日(金)20時 32分 

2012「りんごの森」UCHICOLOR HEART 東松島町へ 
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先日、昨年のクリスマスにプレゼントをお送りさせていただいた、仮設住宅へ伺う機会がありました。 

私の同級生が勤める高校の文芸部の生徒さん達に同行という形で参りました。 

文芸部では、昨年春から定期的に集会所で句会を開いています。その春バージョンですね。 

お題は「春風」「桜餅」 

私ももう一人の同行者と一緒に、今までにない脳を使って俳句なるものを初めてひねり出しました。 

高校の生徒さんたちの一生懸命さがまぶしくて、きっと集会所に集まった方々にとっては、孫か子ども達が

訪ねてくれたような雰囲気なんです。 

生徒さん達は準備をしつつ、集会所に来られたおばあちゃんの話し相手にもなっているんですね。 

また参加されたおじいちゃんは、仮設に訊ねてきたという小学校 4年生のお孫さんを連れて、一緒に俳句を

ひねっておられました。 

このお孫さんがまた素敵な俳句をつくるんですよ。 

びっくりです。 

高校生の方々は、震災直後から、この仮設住宅へ度々足を運び、花壇をつくったり、野菜の栽培を一緒にや

って収穫祭を催したり、そして文芸部のように一年たってやっと想いを言葉にできるようになった方々と一

緒に俳句をつむぎだすなどの地道な寄り添い方を続けております。 

そして、新しい試みとして、その俳句を英語に訳して、青年海外協力隊の方々に手渡したり、他のボランテ

ィアグループなどにお渡ししたりしています。 

これがまたいいんです。 

俳句が英語？ でも、十分伝わるんですね。 

UCHICOLOR HEARTは、とてもいいご縁をこの高校生からいただいたと思います。 

そして、やっと訪ねることができました。 

被災地に入ったのは、昨年の山元町の植樹に続き、2回目です。 

温かい小さな活動に心からのエールを送りたいです。 

 2013年 04月 13日(土)12時 03分 

花の香り 

一気に春がやって参りました。 

2週間ほど前、自転車で走っていてふと、沈丁花の香りに立ち止まりました。あ～もうこの花の季節か～と。

私にとって沈丁花はまだ浅い春の香です。 

そして、彼岸の入りには、毎年フリージアを買います。この花の香りは、私にとって、とても悲しい香りで

す。 

幼い日に大事な家族を亡くした祭壇に白百合とフリージアとストックがたくさん飾られておりました。 

当然、幼い日にはこの花がフリージアだとは知る由もありません。 
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それからずっと大人になって、お彼岸の頃花屋の前でこのフリージアの香がすると、泣きそうになるのは何

故だかずっとわかりませんでした。 

これが、一種のトラウマというものなのかもしれません。 

幼い日から、今まで、私は、お彼岸に何人もの大切な人を見送りました。そのせいか、春のお彼岸は、フリ

ージア。そして、亡き人を想い、偲ぶ日となりました。そして、春は苦手・・・となりました。 

甲斐ないことですが、生きていてくれたら・・・今の私に何と声をかけてくれるのだろう？と、フリージア

の香りに包まれながら、想ったりするのです。 

 2013年 03月 20日(水)01時 15分 

 

お盆はりんごタイムスさんもお休みでした。 

そして久しぶりに届いた新聞。 

多くの人たちに支えられて立っているUCHICOLORです。 

そして「りんごの森」は、みなさんに愛されて幸せですね。 

今年も、近づく収穫の日。 

秋分の日にまたあの子が戻ってきます。 

早く会いたい。 

そんな子たちです。 

今年は、どんな衣装きせてあげましょうか？ 

みなさん、お楽しみに。 

これもまた新たな出会いに支えられています。 

 2012年 09月 05日(水)22時 15分 

8月 10日発行 メイポールに魅せられて 第 4弾 
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昨年、岩手県庁流通課のみなさんにお世話になりながら、まさに体力勝負の直販の様子が思い出されます。 

ロハスフェスタ in東京の光が丘公園では、学生時代の学園祭を思い出すような・・・感覚で直販いたしまし

た。 

トヨタココロハコブプロジェクトでは、舞台でアピール時間をいただきました。そして、ここでのご縁がま

さに、このりんごタイムスへの連載記事執筆へと繋がって参りました。ご縁に感謝としか言いようがありま

せん。 

そして、仙台でのチャリティーコンサートとのコラボ、ロハスフェスタ主催者からのお誘いで箕面市駅前商

店街の東北福幸イベントへの関西デビュー。 

お客様の反応に励まされての日々を思い出しております。 

 2012年 08月 17日(金)23時 28分 

8月のメイポールのりんごです 
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赤くなってきました。 

もう１ヵ月で収穫期を迎えます。 

 2012年 08月 14日(火)07時 48分 

嬉しいお便りが名取市から 

 

我が家に一通の封書が届きました。 

名取市教育委員会様からです。 

教育委員会の方のメッセージと、閖上小学校と閖上中学校の学校だよりと子どもたちのメッセージが同封さ

れていました。 

UCHICOLORが２月に名取市震災孤児の学業を支援する奨学金に微々たる金額ですが寄付させていただい

たお礼のお便りです。 

おもいがけないお手紙を開き、中身を読んで涙が出ました。 

実は、私は教育大を卒業後初めて新任教員として受け持ったのが閖上小学校の３年生の子どもたちでした。

代替教員として数か月のことでしたが、今でもこの教え子たちの事が忘れられません。そして、「りんごの森」

を作ろうと思い立った気持ちにも、閖上への想いがありました。先生とも言えないまだ右も左もわからなか

った新米教師と元気いっぱいだった子どもたちとの思い出は一生忘れられないものになりました。今は、そ

の子たちもすっかり大人になってパパママとなり、その子どもたちがまた閖上小、閖上中に通っていると思

うと、本当にこのお便りは、宝物でございます。 

どうか、震災を乗り越え、哀しみも辛さも心の栄養として育っていただきたいと切に願ってやみません。 

そして楽しい夏休みを過ごして欲しいと思います。 

 2012年 08月 06日(月)09時 18分 

mikiko （08/16 10:09） 編集・削除 

閖上小の代替教員後次の年私は蔵王のふもと白石市の小学校に赴任しました。奇しくも同学年。

つまり当時 4年生の子ども達との出会いです。閖上小の教え子と白石第一小の教え子は同学年
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ということになります。そして、昨年、閖上小の教え子達白石の教え子達も、「りんごの森」に協力

してくれました。その収益ももちろん今回の名取市震災孤児のための寄付に一部あてられていま

す。嬉しいことです。いつか、この教え子たちが、地域の壁を越えて交流できたら・・・と思ったりし

ています。 

岩手県果樹協会発行「りんごタイムス」特別連載第 3弾 

 

8月 1日に発行されました。 

早いもので、もう８月。 

バカンスも夏休みもそっちのけ状態。 

でも、好きで始めたことです。 

UCHICOLORの「りんごの森」を愛おしく思うからです。 

そして、メイポールに出逢っちゃったからですね。 

この気難しくて魅力的なりんご。ほったらかしじゃもったいないですし、このりんごの樹が「私もりんご

よ」と私に語りかけてくるように感じてしまったんですね。題名のごとく、魅せられちゃったんですわ。

今まで見向きもされなかったメイポールに夢かな、希望かな、そして力強さかな？そんなものを感じ、イ

ンスピレーションとやらが、降りてきちゃったわけです。ずぶの素人の私に・・・。なんなんでしょうね？

そこから、私は今まで踏み込んだことのない世界に足を踏み入れ、旅をしています。まさにオーバーザレ

インボーか青い鳥の物語のように。 

 2012年 08月 03日(金)10時 12分 

りんごタイムス特別連載第 2弾です。 
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岩手県果樹協会から我が家にも「りんごタイムス」がおくられてきて、活字になった自分の文章を読むな

んてことは、今まで卒業文集くらいしか覚えがないので。 

恥ずかしいやら、嬉しいやら、誰の所へ飛んでいくのやら・・・ただ、原稿を書いている時は、素直な気

持ちしかありません。飾らず、ありのまましか書けないと。 

 2012年 07月 24日(火)16時 00分 

どんぐりのポット苗つくり体験 

 

7月 14日平塚で行われた市民参加の「どんぐりのポット苗つくり」に挑戦してきました。 

宮脇先生の「混ぜる、混ぜる」精神の「まじぇるハウス」を拝見し、スタッフの方々に教えていただきな

がら、ポット苗づくりを体験してきました。今回の小さな苗は昨年の11月に植えたどんぐり達だそうです。

ひとつひとつ良くみるとこんな小さな苗にも個性が見られます。きっと森に帰れるようにと、語りかけな

がら、ポット苗をつくらせていただきました。 

http://www.uchicolor.com/diarypro/diary.cgi?no=39
http://www.uchicolor.com/diarypro/diary.cgi?mode=image&upfile=39-1.jpg
http://www.uchicolor.com/diarypro/diary.cgi?mode=image&upfile=38-1.jpg
http://www.uchicolor.com/diarypro/diary.cgi?mode=image&upfile=38-2.jpg
http://www.uchicolor.com/diarypro/diary.cgi?mode=image&upfile=38-3.jpg
http://www.uchicolor.com/diarypro/diary.cgi?mode=image&upfile=38-4.jpg


今日の作業でシラカシ、スダジイなど合計 2220個のポット苗が出来上がったそうです。感激です。育苗の

ハウスには、今年東北から送られてきたどんぐり達も、小さな芽を吹いていました。ここで大事に育てら

れ、2～3年かけて、お里に帰って植樹に使われるのです。 

6月の山元町八重垣神社の植樹のポット苗たちもここから出荷されたとか・・・感慨深いことです。お昼に

6年前に植樹した進和ルネッサンスの森を見せてただき、これまた感激です。6年でこんな森になるのだ～

と。 

私達は、木を植えるというささやかなことしかできませんが、そこに至るまでには、多くの人の手間と時

間がかけられているのだと、改めて感じました。 

 2012年 07月 21日(土)19時 16分 

岩手りんごタイムスに記事掲載 

 

岩手県果樹協会発行の「岩手りんごタイムス」に特別連載として、「メイポールに魅せられて」という私の

記事がとうとう 7月 10日から掲載の運びとなりました。 

5月に岩手果樹協会の理事の方から、「記事を書いてみませんか？」というお話しが出て、「大志田さんの想

いのたけを存分に書いて下さい」と、涙が出そうな申し出に、心から感謝いたします。 

岩手のりんご生産者の方向けの機関誌です。 

活字になるって、夢のようで、嬉しい限りです。 

これも UCHICOLOR「りんごの森」が繋げたご縁です。 

 2012年 07月 12日(木)13時 18分 

地球・自然と人間 

この頃考えさせられることが多くなったことです。 

カラ梅雨気味の北東北、豪雨にさらされる西日本。突然の竜巻。自然は容赦なく襲います。 

先日ある果樹園の園主さんからりんごがコガネムシに食べられる被害がでているとお聞きしました。 

近くに大きな川があります。そこでは、毎年この時期伸び過ぎた草を刈り払いと言って一斉に刈り取るの

です。そうすると、そこを餌場としていたコガネムシは一斉に飛んで近くの果樹園へ飛来するのです。 

人間の営みと自然の営みはいつもせめぎ合いですね。 
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コガネムシにはコガネムシの営みがやはりあるのです。ネズミにもネズミの営みが、鳥にも鳥の営みがあ

って、何かが変われば、それに対応しなくてはならないのです、生きていくために。 

難しく言えば、自然の生態系のバランスの問題なのでしょう。 

異常な気候にも、きっと訳があるです。 

ただ、人間は時々、そのことを忘れる生き物なのでしょうか？自分も自然の中に生かされている生き物に

すぎないということ。 

結論は出ません。 

ただ思うのです。人間が勝手にこれが美しい、これが快適と思う事と、自然の生物たちが生きねばと思う

事に少しズレがあるのではないかと。 

地球が絶妙なバランスでこの宇宙に浮かんで、その中に生命体がこれまた絶妙なバランスで暮らしている。

これは今のところ、奇跡に近い美しさだと思います。 

時々、考えてみて欲しいなと。人間もこの地球に生かされている生き物なのだということを。 

 2012年 07月 07日(土)08時 08分 

  

6月末のメイポール 

 

今回、岩手に参りまして、新たに出会いました果樹園さんをお訪ねしました。ほとんどサプライズ訪問でし

たが、快く迎えて下さいました。ありがとうございます。 

そこで撮らせていただいたメイポールです。今の時期、こんな色しているのです。いよいよメイポールに惚

れ込んじゃいます。 

 2012年 07月 01日(日)08時 42分 
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植樹日和 

曇り時々晴れのお天気の中、 

地元の方々、全国からの方々が 500人近くが、この日、八重垣神社の「みんなの鎮守の森植樹祭」に集まり

ました。 

神社の近くには瓦礫の山が二つほどありました。 

海に近いこの神社からは、枯れてまばらになった海岸の松が痛々しく見えました。 

「本物の木を植えて、あなたの愛する人を子々孫々まで守る今日は第一歩です。」と力強い語る宮脇昭先生御

歳 84歳。学者として根拠のある提言と森でいのちを守るのだという情熱を肌で感じ、深く感銘しました。21

種類 3500本ポット苗を、皆さんと力を合わせて植えてきました。感動的な植樹祭でした。 

報告が詳しく載っているホームページを見つけましたので、こちらにもアップいたします。 

http://morinobouchoutei.com/?p=1423 

 2012年 06月 28日(木)19時 27分 

瓦礫を活かす森の長城プロジェクト 

 

尊敬する宮脇昭先生の「いのちを守る森づくり」プロジェクトに基づいて、5月 25日財団として立ち上が

ったそうです。 

嬉しいです。 

震災直後から、宮脇先生はがれきを使って、自然の堤防をつくろうと新聞などでおっしゃっていらっしゃ

いました。が、そのためには、行政・法的なレベルでいろいろ解決しなければならないことがあるとおっ

しゃってましたが、やっとこういう形で実現されるのは、とても嬉しい限りです。 

 2012年 06月 16日(土)02時 04分 
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ありがあとうございます。 

 

今日、東京の私の住む下町では、お祭りがありました。ドジな私はうっかり、その境内で財布を落と

してしまったようなのです。 

というのは、境内に復興の折鶴を折るコーナーがあって、連れ合いが鶴のおり方忘れたらしく、一緒

になって折っていたんですね。 

そうしましたら、ふと見上げた所に岩手護国神社に 24年 4月にそれらの折鶴が送られている写真があ

ったのです。いわゆる盛岡の八幡神社です。昨年からこの境内では、よく折鶴を折って、神楽殿に飾

っておりました。震災後からずっと続いておりました。それは知っていたのですが・・・それがまさ

か、岩手県に送られているとは・・・今日初めて知ったのです。慌てて、バックからカメラやら取り

出し写真を撮っていたので・・・多分その時落としたのでしょうね。 

それから境内の屋台を呑気に眺め、つい、金魚すくいの中にメダカが一匹まぎれているのに目がとま

り、おじさんにメダカとってもらい、お金払おうとして、財布がないことに気づきました。ありゃあ

りゃです。とにかく神社のお隣が交番ですので、そこに訊ねると・・・なんと私の財布が今まさに届

けられていたのであります。届けて下さった方は横浜からいらっしゃったという若いお兄さん、彼女

がこのご近所だとか・・・本当にありがとうございました。手続きにも長いことおつきあいいただき

ました。カードとか諸々入っていたので、助かりました。 

4年に一度の大祭のこの日、一生忘れられない佳き日となりました。 

お二人の上に幸せが舞い降りますように。お名前もわかりません。ご親切なお二人に感謝です。 

 2012年 06月 03日(日)00時 15分 

メイポールで広がる輪 

今日また嬉しい出会いがありました。 

メイポールを植えていらっしゃるある果樹園様から、「震災復興にお役立てしていただけるのでした
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ら協力、提供したいと思います。」とのメッセージをいただきました。 

嬉しいです。 

先日も、「今年は実をならしてみようかと思います」とおっしゃっていただたい果樹園様で、満開の

メーポールの花の写真を撮らせていただけました。 

UCHICOLOR「りんごの森」2年目の試みですが、メイポールで広がる人との出会いに、心から感

謝しております。 

 2012年 05月 26日(土)17時 10分 

満開のメイポール 

 

今年新たにご協力いただける生産者の方の果樹園で撮影させていただきました。 

生産者の方が丹精込めている果樹園はみごとで、メイポールもまるで私を待っていてくれたかのよ

うに、満開でした。「今年からよろしくね」と木に語りかけてきました。 

 2012年 05月 14日(月)09時 40分 

翼をください 

先日訪問した小学校の音楽朝会で、この「翼をください」という歌を子供達の合唱で聴く機会があ

りました。 

歌詞が大きい紙に書かれていました。 

思わず懐かしく、一緒に歌いました。 

今の時代にも歌われる、名曲なんだなと。 

子供達の歌声に、パワーをもらいました。 

いいものですね、学校で子供達の歌声を聴くのは。 

感動しました。 

 

今わたしの願いごとが 
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かなうならば 

翼がほしい 

この背中に鳥のように 

白い翼 

つけて下さい 

* 

この青空に翼をひろげ 

飛んでゆきたいよ 

悲しみのない自由な空へ 

翼はためかせゆきたい 

 

今 富とか名誉ならば 

いらないけど 

翼がほしい 

子供のとき夢見たこと 

今も同じ 

夢に見ている 

*くりかえし 

 2012年 05月 12日(土)18時 16分 

メイポールが咲きそうです 

 

今年もメイポールの花が咲きそうです。 

連休に撮影挿せていただいた時は赤い蕾がぎっしりと。 

連休明けたら、咲きそうですが・・・ 

仕事が詰まっていて 11日まで伺えません。 

今年もけなげに、リンゴ畑の隅っこで赤い花さかせてくれることでしょう。 

 2012年 05月 06日(日)23時 39分 

大地の祈り 
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5月 13日まで福島県須賀川市立博物館で行われている「復興への息吹き 大地への祈り 五十嵐二朗・小泉

智英二人展」へ参りました。 

ギャラリーマスガにても、同時に両氏の作品が拝見できます。 

五十嵐二朗先生らしい「ふるさと遠きにありておもうもの」精神かと・・・僭越ながら。。。 

感動し拝見させていただきました。 

 2012年 05月 04日(金)20時 49分 

本格的に始動開始です。 

連休の谷間の平日 2日間をフル活用して、昨年の御礼と、今年の UCHICOLORの活動をアピールする

ために、各関係機間、関係者を訪問して回っております。 

多くの方々とお話していると、またパワーが満ちてくるような気持ちがしています。「さあこれから、本

格的に、行くぞ！」と。 

UCHICOLORは、多くの方々に支えられていることを、改めて感じております。嬉しい限りです。 

今年も寄付活動は継続させていただきます。 

りんごの森を愛して下さる方がいる限り、UCHICOLORの活動にご賛同いただける方がいる限り、です。 

私は一人ではありません。 

感謝です。 

 2012年 05月 02日(水)23時 36分 

みちのくの春 

いよいよ連休が始まります。 

東京は若葉の季節。さつき、つつじが咲き出しましたね。 

連休は、北東北の桜が見ごろでしょうか。 

あの盛岡の石割桜は咲いているでしょうか？ 

三春の滝桜も見ごろとか・・・一度訪れてみたいところの一つです。さて、今年は行けるかな？ 

楽しみです。 

みちのくの春は、懐かしく、優しく、力強いと感じます。 

連休過ぎると、また現実に追われる日々。 

ここいらで、疲れた心や体を労わりましょう。 

全て「ぼちぼちいこか」というところです。 
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そしてまた一つ階段を登りましょう。 

きっと見える景色も少し違ってくることでしょう。 

 2012年 04月 27日(金)16時 46分 

UCHICOLORのバナーができました 

 

UCHICOLORのトップページにバナー画像はりました。 

なかなかかわいいかと思います。 

さあ、これで、皆さんのブログなどにもリンク貼っていただけると嬉しいです。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 2012年 04月 11日(水)23時 10分 

  

寄付第三弾 

2月 6日 

宮城県へ微々たる金額ですが、寄付させていただきました。 

今回は特に名取市へ震災孤児奨学金として寄付させていただきました。 

今回仙台をはじめ、宮城県の方々にも「りんごの森」お買い上げいただきました。お預かりしたお気

持ちを宮城へ還元させていただきたく、寄付いたしました。 

今後も、UCHICOLORとして、息の長い寄付活動を続けていくつもりです。 

 2012年 04月 05日(木)09時 26分 

節分と立春 

「鬼は外、福は内」追い出された鬼はどうするのだろうと、子供心に思ったものです。「泣いた赤鬼」

とか・・・。鬼の心ににも温かいものがどこかに流れているように感じたものでした。 

人も生き物もさまざま。共存というのは、いろいろ違うもの同士がそれぞれに自分を守り、しかもお

互いを認め合い隣合って生きていくことではないのでしょうか？ 

人の哀しみも痛みも、なってみなくては、実はわからない。けど、おもいやるということは、生き方

ではないかなぁ～とこの頃思います。 

自分を守ることにおもきをおくのか、隣同士に心砕くことにおもきをおくのか・・・そのバランスが、

その人の生き方を表しているのではないのでしょうか？ 

春になれば、生き物は活動的になりますね、ごく自然に。寒い時に考えるのでしょうか？ 

四季のある国に生まれ、季節の節目を感じることができる私は幸せだと思います。 

 2012年 02月 04日(土)23時 11分 
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来季に向け 

おかげさまで今季完売ということで、 

いよいよ来季に向け始動開始いたします。 

ただ今ホームページ上でもご注文ストップかけており、9月末よりとなっております。 

が、近々、そこからご予約承りができるようリニューアルいたします。 

りんごの森は希少特殊りんごを使用しておりますので、なかなか量生産は難しいのですが、それでも

なんとか来季は皆様のニーズにお応えできるよう努力いたします。 

また、新規格として浮上しているのが「お届け定期便」です。お支払方法も、郵便局振込可能策や、

お客様にもっとご利用しやすいシステムを構築していくよう心がけます。 

ただ、UCHICOLOR は会社でも法人でもないため、なかなかシステムをネット通販のようには一気に

いかないのも現状です。ご理解いただけるとありがたいです。 

この不便さもUCHICOLOR らしさ・・・と。 

 2012年 02月 02日(木)11時 37分 

2月 18日（土）箕面市駅前商店街の「東北物産展」に出品決定 

大阪のシティーライフ様よりのご依頼をお受けし、 

今季、最後の「りんごの森」直販となります。 

一日だけの物産展ですが、「りんごの森」を関西の方に知っていただくよい機会になると思います。 

「りんごの森」在庫かき集め、限定 30本のみ販売いたします。 

 2012年 01月 28日(土)15時 26分 

りんごの森カウントダウン 

おかげさまで、ご好評いただいている「りんご森」の在庫の底が見えて参りました。 

2月の仙台でのチャリティーコンサートの分を含め、あと 240本あまりになりました。 

美味しいから、東北に頑張ってほしいからという、多くの方々の輪が広がり、市販を一切せず、

ここまで参りました。感謝しております。ただ今、次の寄付の検討をしております。引き続きど

うぞよろしくお願いたいします。 

 2012年 01月 21日(土)10時 18分 

2月 8日（水）仙台でコンサートとコラボ 

2月 8日（水） 

テノール・オーボーエ・ピアノによる 

チャリティーコンサート「歌・詩・唄」がキャプネットみやぎ主催で開催されます。 

時間：18：00開場/18：30開演 

場所：仙台市シルバーセンター交流ホール（仙台駅から徒歩 8分、花京院シルバーセンター前バス停から徒

歩 3分） 
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同じチャリティーの趣旨ということで、主催の方からのご厚意によるお誘いで、同会場ロビーにて「りんご

森」も一緒に販売させていただきます。 

仙台での「りんごの森」直販は初めての機会となります。 

ぜひ、ご来場下さいませ。 

 2012年 01月 12日(木)22時 48分 

福島市のふくふくプロジェクト 

 

2012年事始めとして、福島市のふくふくプロジェクトへ新品の遠赤外線靴下を 100足寄付させていただき

ました。 

先日そのお礼のお手紙も頂戴しました。福島もUCHICOLOR にとっては大切な故郷のひとつです。 

この寒い季節避難所や仮設住宅で暮らしていらっしゃる方々の足もとが少しでも暖かく過ごしていただけ

たらというこころばかりの気持ちです。 

 2012年 01月 09日(月)15時 12分 

りんごの森は自家製ジュースではありません 

念のため改めて明記させていただきます。 

UCHICOLORは今回の「りんごの森」は商品として販売しております。 

製造業者はラベル記載で「KS」となっており、一般の方にはわかりにくのですが、岩手県盛岡市の河原商

会という専門業者に委託して製造してもらっています。 

 2012年 01月 04日(水)14時 21分 

末広がり寄付第一弾 
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本日 2011年 12月 28日 

12時 28分 

丸の内みずほ銀行本店より、 

28888円を、岩手県へ寄付できました。 

皆様のおかげです。 

ありがとうございます。 

 2011年 12月 28日(水)12時 55分 

  

クリスマスイブに想う 

今年のクリスマスは特別ですか？ 

どんな辛い時にも苦しい時にも、月が欠けたり満ちたりするように、クリスマスもやってくるの

です。 

天使が降りてきて、告げることばは、希望です。 

人の営みの小さき事を思います。 

が、その誠実な営みこそが、生きている証かと私は思います。天にも地にも恥じない小さな営み。

愛おしいではありませんか？ 

クリスマスは、そんな人々の上に降る、純白の雪のようなものかもしれません。 

全ての邪心を覆い隠し、行くべき道を指し示す、星が生まれたのだよと。 

 2011年 12月 24日(土)23時 41分 

 ・削除 

りんごの森の美味しい飲み方、いろいろ 

ご好評いただいている「りんごの森」ストレートで充分美味しいのですが、お求めいただいた方々

は、いろいろな飲み方をお試しいただいているようで、嬉しいです。 

りんごの味がしっかりしていますので、どんなものにも負けませんし、調和する不思議なジュー

スです。 

ただ今ところ、ご意見として多いのは 
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炭酸で１：１で割ると美味しい 

焼酎で割ってもいける 

マッコリで少しりんご森を多めにいれると美味しい 

ビールでわっても美味しかった 

あとは、カルバドスで割ると素晴らしい 

これは、そのはず、カルバドス自体がりんごのブランデーですから。 

みなさんも、カクテルなどお楽しみください。 

多分日本酒でもいけると思うんですが・・・どなたかお試しいただけないでしょうか？ 

新しい発見がありましたら、どうぞコメント下さいませ。 

 2011年 12月 21日(水)18時 57分 

六本木瀬里奈モンシェルトントンのりんごのシャーベット 

この秋からモンシェルトントンのデザートシャーベットは、UCHICOLORオリジナル

のりんごジュースでお作りいただております。 

料理長が「うまい！」とおっしゃって下さり、クリスマスメニューに出されるデザート

シャーベット用のりんごジュースも追加でご注文いただき、今月に入り納入させていた

だいております。 

私もまだ、お店でいただたことはないのですが・・・お肉料理にこのりんごのシャーベ

ットはきっとよく合うと思います。 

これに、カルバドスなんかふりかけると・・・きっと最高のデザートになると思うので

すが、どうでしょう？ 

六本木瀬里奈モンシェルトントン 

http://r.gnavi.co.jp/g017402/premium/ 

 2011年 12月 16日(金)13時 44分 

仙台にて、全国ナイスミドル音楽祭２０１１聴いてきました。 

 

仙台閖上で、被災した友人を誘い、聴いてきました。 

全国からの音楽の力、パワーをうけとりました。 

友人は、何度も涙ぬぐってました。 

「誘ってくれてありがとう」と、言ってくれました。 

哀しい想いの親友に何もしてあげられず、震災から 9ヶ月めの今日、やっと、彼女

の笑顔に逢えました。 

仙台に集まって下さったバンドのみなさん、本当にありがとうございます。 
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大ファンの宇崎竜童さんの特別ライブで、握手していただき、最高のイイ夜。彼女

と駅まで歩いた光のペイジェントは、一生忘れられない美しさとなりました 

 2011年 12月 11日(日)21時 58分 

トヨタ ココロハコブプロジェクト 無事終了いたしました 

岩手県庁より報告があがっております。 

食材倶楽部 

http://www.iwate-syokuzaiclub.com/blog/2011/12/post-455.html 

あっという間の二日間。 

３日のステージでは、スプラウツさんと、UCHICOLORもじゃんけん大会の際、景品にそれぞれの商品をご

用意、短い時間でしたが自らも PRさせていただき、ご紹介いただいたのです。なかなか得難いステージ体験

でした。 

それにしても、ステージ脇でスプラウツさんとお話しして、お互い隅田川芭蕉つながり。。。スプラウツさん

は江東区芭蕉庵のご近所、UCHICOLORは荒川区奥の細道出発の地のご近所、そして今回はお互いりんごが

素材の商品。世代ももしかしたら、同世代・・・？？ 

りんごが繋げてくれたこれまた摩訶不思議な出会いです。コンセプトも響き会う出会い。これからのコラボ

レーションが楽しみです。 

 2011年 12月 09日(金)01時 57分 

ココロハコブプロジェクト 

岩手県よりココロハコブプロジェクトチャリティーイベントにUCHICOLOR参加いたします。年内の

直販は、これが最後となります。どうぞお立ち寄りください。 

 2011年 12月 02日(金)09時 00分 

ここから 

つれづれブログ始まりました。 

 2011年 11月 28日(月)14時 57分 
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