
お月見しますか？ 

 
縁台にススキや月見だんご、などを飾って…もうそんな家庭は少ない

んでしょうかね。でも日本の秋のイメージは、今でもお月見ですよね。 

 

もともと中国から伝わったとも言われるお月見ですが、中国と違って、日本では２回

お月見をします。秋分に近い旧暦８月１５日(今年は７月に閏月があったので、少し

遅めの１０月６日です)の「中秋の名月・十五夜」、その次の満月の２日前にあたる

旧暦９月１３日(今年は１１月３日)の「後の月・十三夜」です。どちらか片方だけと

言うのは、「片月見」といっていやがられ、お月見をするなら両方をしなければなら

ないといわれます。 

 

お月見に飾るのはススキにお団子、その他に季節の収穫物を供えます。この日に飾ったススキを軒先に吊るして

おくと一年間病気をしないと言われています。お団子の数は、通常は１２個で閏月のある年は１３個。(今年は

１３個ですね。)地方によっては、十五夜は１５個で十三夜は１３個供えるところもあるそうです。 

 

私たち日本人は満月が好きですよね。童謡で、「♪出た出た月が、まあるいまあるいまん丸い…」とか炭坑節の「♪月が

出た出た 月が出た…」も、きっと出た月は満月ですよね。旧暦を使っていたころは、月の満ち欠けを目安に農作業が行

われていたので、まんまるのお月様には親しみを感じていて、豊作の象徴のような感じなのでしょうね。 

 

それに比べて、西洋では、「満月の晩には、人が狼になる」という話の他にも、「交通事故が多発する」「天変地異がおき

ると」「赤ちゃんがたくさん生まれる」など、ちょっと魔力のようなものがあると感じられているようです。ミステリーでもよく満

月の晩に殺人事件がおきたりするようです。 

 

海の潮の満ち干が起きるのは、月の引力によるところが大きいことはよく知られています。海の水全体を動かしてしまう

ほどの大きな影響力をもっているのなら、地球上のあらゆるものも、同じように月からの影響を受けているのでしょう。そう

考えると、私たち人間の心や体にも何か微妙な何かがあっても不思議ではないのかも、なんて思えてきませんか。 

 

「八月十五日」さんと書く苗字があります何と読むのでしょう。・・・答えは「なかあき」さん。 

昔の暦では7月・8月・9月が秋とされていて、８月15日はその真ん中で「中秋」(なかあき)と

いうわけです。 

日付や月が苗字になっているものは、他にも 

       三日月…みかづき さん 

       十五日…もちづき さん     (旧暦では１５日は満月だったので) 

       月夜見…つきよみ さん 

などがあります。 
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股関節は上半身を支え、足を動かす時の基盤になる、まさしく体のかなめの関節です。しかし、加齢と共に

運動する機会が減ってくると、関節の周りは硬くなり、動きにくくなってきます。ストレッチをして股関節

を柔軟にしておけば機敏に動け、代謝力アップも期待できます。 

 

                                 ごせやける・ごせやく 
 

   

「腹が立つ」「イライラする」「怒る」という意味。 

似たような言葉に『いじやける』というのもあります 

『ごせやげる』と濁って発音したり『ごせっぱらやける』と言うことも。 

 

「もーごせやけた。○○ちゃんとなんか、もう遊ばないからっ！ 」 

   

などのように使います。 

股関節 

ストレッチ 

●立って行うストレッチ●立って行うストレッチ●立って行うストレッチ●立って行うストレッチ    

    股関節だけでなく、肩・腰をまとめてストレッ   

   チします。イチロー選手もバッターボックスに  

   入る前に行っているそうです 

背筋はまっすぐに 

前屈みにならないように 

膝は床に垂直に 

爪先は少し外側に開く 

身長の半分くらいに両足を開き、両

手を太ももに置き、膝を曲げて十分

腰を落とす 

下半身を動かさずに肩を体の中心に

向けて前に押し出しながら内もも・

腰・背中の筋肉を伸ばす  

息を吐きながら約５秒そのまま。息を吸

いながら上体を元に戻す 

 
※反対側も同様に行う 

１ 

２ 

３ 

●座って行うストレッチ●座って行うストレッチ●座って行うストレッチ●座って行うストレッチ    

    内もものストレッチです。イスに座っている時気が付    

   いたら足が開いていることはありませんか？内ももの   

   筋肉が弱っているためです。 

背筋を伸ばして猫背にならないように 

床に座って両足の裏を合わせ両手で

両足を出来るだけ手前に引き寄せる １ 

膝が床に着くように足を開きます。 

痛いと感じる手前で止め、ゆっくり呼吸

をしながら約３０秒そのまま 

２ 

両方の内ももの内側が伸びているのを意識して行う 

●寝転んで行うストレッチ●寝転んで行うストレッチ●寝転んで行うストレッチ●寝転んで行うストレッチ    

    腰と股関節の筋肉を伸ばします 

 

右肩が床に付いた状態で、右腕は体に垂

直に伸ばし、手のひらは下を向ける 

腰の緊張を意識して行う 

右足を左足の上にクロスして

左手で右ひざを押さえる １ 

息を吐きながら約５秒そのまま。

息を吸いながら元に戻す 

 

２ 

●自然な呼吸を心がけ、リラックスをして行う  ●動作は反動をつけずにゆっくり行う 

●伸びている筋肉を確認しながら行う          ●自分の体力に合わせて無理をしない 

●『継続は力なり』。少しずつでもよいので、できるだけ毎日続けましょう！ 

ストレッチをするときのポイント 



 

〔 

 教えて。マナー          帯祝い        

    

が されたもので、「犬の 沢 と にあやかる」ことから、 ５ヶ

の (いぬ)の に を して の に 帯を巻くお いの です。この

慣はおなかの の を させ、 に大きくなるのを ぐ効果もあったようです。 

内 のお いですので に ばったきまりはありません。双 の を 待して、お などで うの

が でしょうか。 

 

おおおお いをいをいをいを るるるる    

５ヶ の (いぬ)の の 頃から当 までに ります。 

帯を る…実家から るときは、 結び の に きは「 い帯」「 帯」 

              さんなど、 内 の が るときは「 帯お 」 

い金を る… 結び などの で きは「 帯 」「 」「 帯 」「寿」 

おおおお いいいい しししし    

とくにお しは ありません。内 の に く は、当 の会 で 当、 かない には「帯内

■材料■ 

しいたけ  ８個 

シメジ  ２パック 

マイタケ  ２パック 

ゴマ油  大さじ１ 

酒  大さじ２ 

Ａ  味噌  大さじ３ 

    マヨネーズ  大さじ４ 

    にんにくすりおろし 一片分 

あさつき(小口切り)  少量 

 

かんたんレシピ  －味噌を使って－ 

きのこの味噌マヨネーズソテー 

 キノコを たっぷり めしあがれ 

           耐水性本 
 

ゆっくりお につかりながら読 をしたいと っても、 がぬれるのは

イヤ…そんな声にこたえてくれるのが、 です。 

の が ではなくポリ ビニルで 来ているので、 ぬれてもへっ

ちゃらです。 じ はリングになっているので、蓋の などに開いたまま いておくことが

来て、ページ が り かないように、 にエンボス加工がしてあるなど、 がた

くさん。 

、 でじっくり読める、 や 、 画 などのほか、お さんやお

さんと 緒に開いて読みきかせのできる シリーズなど、 々と されています。 

     学 の参 コーナーには、 験 の 単 や歴 の年号の 記ものも、 

             売されています。 

■作り方■ 

  
１．シイタケは石づきを切り取り、縦半分に切る。シメジは石づき  

    を切り取り、手でほぐし、マイタケも食べやすい大きさに裂く。  

２．Ａを混ぜ合わせておく。  

３．中華なべにゴマ油を熱し入れ、１をいため、油が十分まわった  

    ら、酒をふる。キノコがしんなりしはじめたら、Ａを加えて手 

    早く全体にからめる。あまり火を通し過ぎないように仕上げる。  

４．アサツキをたっぷりとふって器に盛る。  

 

  



編集雑記                                                                                                 

 

夜になると、秋の虫がたくさん鳴いていてとても賑やか。いつもの年より、うるさいほど鳴いてい

るような気がします。我が家では、数日前から、コオロギが一匹入り込んでいて家の中も賑やか。

捕まえて外に出してやりたいのですが、どこにいるやら見つかりません。 

 

このところ、立て続けに、従姉妹がその家族と共に我が家を訪れてくれました。お互い子供の頃は

ほとんど毎年顔をあわせていたのですが、お互い大人になって、会うのは何年ぶりでしょう。 

Ｙちゃんに最後に会ったのは、ウチの小僧がまだ小さかった頃？Ｍちゃんとなんて、私が学生だっ

た頃のような？(何年前だか・・・とにかく、ずいぶん前のことです) 

みんな、それぞれの形で、それぞれの仕事や家庭を持って、がんばっているようです。（＾＾） 

 

近所の田んぼの稲の穂がずいぶん頭をたれて、黄金色になっています。なーんて思っていたら、今

日、知り合いの方から新米を送っていただきました。（＾0＾）/ 新米の味は格別ですよね。日本人

で良かったーと思う瞬間の1つです(笑)   今日、早速お味見させていただきまーす。 
                                                                        Ｈ１８．９．２０   
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ＵＲＬ   http://www.ne.jp/asahi/ootawara/tobeya/ 

e-mail   tobeya@info.email.ne.jp 

『にこにこ通信』は、いつも                   にご

来店・ご利用頂いているお客様、                    

の通信販売をご利用頂いているお得意様など

にお届けしています。 

 

お客様とのコミュニケーションを目的に、月

１回を目標
- -

に発行しているものです。 

とべやの味噌は、先月から「麦麹味噌「麦麹味噌「麦麹味噌「麦麹味噌」が

売切れてしまって、ご愛用のお客様には、

ご迷惑をおかけしております。申し訳ござ

いません。 

今、蔵の中で熟成の真っ最中。静かに蔵出

しの日を待っています。 


