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2016年 らいて うの家 夏の特設講座  9月 12日

NHK朝 ドラに登場 した 「らいて うつて どんな人 ?」 米 田佐代子館長の話

特設講座にもかかわらず、この日は埼玉県、茨城県、大阪などからの参加があり盛況でした。

「ごまじるこの作り方」の 1年後に平和活動に復帰したとのことでした。

と と姉 ち ゃ ん と らい て う ?

NHKの 「とと姉ちゃん」の中にらいて うさんが何度も登場 してきました。とと姉ちゃんは高等女学校で

担任教師かららいて うの「青踏」のことを知 らされます。『元始、女性は実に太陽であつた。』と。戦後、花

森安治と暮 らしの手帳社を倉1業。らいて うにも原稿を書いてもらうことになり・・・それが「ゴマじるこの

作 り方」でした。「まず黒ゴマをごま塩やゴマ和えを作る時のように、焦がさないように注意 して炒 ります。

――すっていますと、だんだんゴマから油が出てきて――す りこぎが廻 りにくくなり汗が出てくるほど骨が

おれますがそこをがまんして丹念にすつてすつてす りつづけます。一後略―」あ―今の私には気の遠 くなる

話、とてもじやないがそんなことやつてられない。だけど本当はこうい うことができる日々の暮 らしが大切

なのでは。食べ物がどうい う風に作 られどうい うや り方で私たちの口に入つていくのか。他の命をもらつて

いることを忘れていないだろうか。作つている人たちのことをないがしろにしていないだろうか。私たちは

ていねいに味わつて食べているのであろうか。日々の暮 らしがきちんとできる事がどんなに素晴らしいこと

か。それは、平和でなければできない。 らいて うさんの 「平和が一番」の言葉につながります。

らいて う生誕 130年 の今年、身近な「朝 ドラ」の中に登場 してきたことをうれ しく思います。決 して過

去の人ではなく、今でも私たちのそばにいてくれるように思います。

らいてうは「雲の上の人」ではない。悩み、迷い、誤 りも犯 しながら、いつも「自分で考え、自分ひとり

の力で行動する人」だつた―と。米国佐代子さんのらいてうへの愛情あふれる言葉でした。

(山 中文子 )

のらいて う講座ご案内
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