さびれゆくコツ通り

自動車の持っている人々は隣町のスーパー
に買物に行けますが、高 齢者 や身障 者は
ている人達が多数出てき てい ます。 江戸

どうでしょうか。日常生活に困ってしまっ
最近、コツ通り商 店街 にある 江戸 時代
を皆で仲 良 く や っ て き た の に 金 の あ る

集中力を高めイライラした 気 持ち

を鎮めてくれます。

「母なるハーブ」といわれるように

その香りは幼い頃、母に抱か れ たよ

うな穏やかな安心感にみちた 気 持ち

と閉店し、夕方の商 店の 書き入 れ時 でも

・果物屋・和菓子屋・洋品屋・本屋も次々

も食べていけないので外 に出 ます。 しか

のを言わせて「効率主義 」を 振りか ざし

「金の集め方のうまい」 者が 資本力 にも

震があったりと気持ちが休まり ま せ

なぜか気温の差も激しい、そし て 地

れます。熱湯をハーブがかく れ るく

をミルサーで粉砕して、洗面 器 にい

メリッサとマージョラムの ハ ーブ

になれます。

片側 ｍの商店街の 端か ら端ま で買 い物
客を見ない日が毎日 です 。これ が弱 い立
し、能力があり運に恵ま れて いれば 食べ

んね。さらに環境や生活があた ら し

のが、関の山です。一部 の人 々が富 を独
占して無駄な生活をし、 物を 大量に 消費

たら、何をするにもやる気が出 な い、 きます。その後ぬるま湯をひ じ がか

滴ほど の バジ

ルをいれよくまぜます。腕を ひ じま

くれる位まで注ぎ、

ないでしょうか。そんな時はハ ー ブ

でいれて 分ほどゆったりとします。

なんだか憂鬱という方も多いの で は

ありません。昔に戻ろう と言 うので はな

の力をかりて体も精神的にも元 気 に

なりましょう。手浴をすれば心 も 体

ブのアロマ成分がはいってい る ので

この時立ち上る湯気の中には 、 ハー

れる事でしょう。一度お試し下 さ い。 思いっきり吸い込んでくださ い 。頭

も解きほぐされ、優しい気持ち に な

町内の文化的行事を執り 行っ ていけ なく

洗面 器・ お 湯・ ラッ プ ・
ハーブ・アロマオイル

日（土曜）

時半頃

モト店内にて。

日（月曜 ） 午後

会費千五百円要予約。ラボン ヌ オカ

ブ教室開催します。

上記のブレンドによる簡単手 浴 ハー

１時半～

月

★簡単手浴ハーブ教室 ★

肌にもよいです。

成分が逃げることなく堪能できます。

の上からバスタオルで覆うと さ らに

業員を何人か使い、店主 も時 間と金 に余
裕があったので、商店街 の催 し物に も競
んに参加できましたが、 現在 では店 主が

眠れない方にも良いです。

ストレスによる食欲不振の方 に 。

▽マージョラム（ハーブ）

ちを落ち着かせます。

動悸や胸苦しさをやわらげ、 気 持

▽メリッサ（ハーブ）

仙成こと杉山六郎

も民意が選んで決めたことなので、残念。

どこか間違っていると思 いま すが、 これ

くなりました。これでよいのでしょうか。

ければならない為、自然 と行 事をや らな

催し物に参加するには店 を閉 めて行 かな

うように参加したし、町 内会 の活動 も盛

◇用意するもの

なるでしょう。 年位前 の商 店街は 、従

明かりの消えた商店街は犯罪が多発し、

とを考え安心できる社会にしたいですね。

く約束を守り、少しでも 人の 役に立 つこ

いけれど、物質的に貧し くて も礼儀 正し

し自分よりも下の人達に 分ち 与える 心も

かで、過ごしやすいこの季節ですが

場の人々を苦しめて いる 「新自 由主 義」
ていけますが、手配師よ り悪 質な人 材派

店規 模で

3

町を潰しています。若者 は、 店を継 いで

「規制緩和」「構造改革」

らい注いで、ラップをして

の結果であることは間 違
いないと言えるでしょう。
多国籍企業がファンド 資
本を集めて最も儲かる も
のを漁って金を注ぎ込み、
利益が出ないとなるとサッ
サと処分して引き揚げ て
しまい町が潰れていく 。
先日の新聞に大手スーパー
やコンビニが「今年から二、
三年かけて儲からない店舗を
潰してしまう」と発 表し ていま す。 少し
前までは地方都市の こと だと思 って いま
したが、東京下町の 人情 厚いと 言わ れて
いた我が町もシャッ ター 商店街 とな り始
め、さびれて来ました。
今、地方都市の既 存の 商店街 は、 町の
郊外にできた新しい 集合 型商業 施設 （大
手スーパーが核とな って いる） に客 を取
られ、人通りがない暗く寂しい通りになっ
てしまっています。 商店 街を潰 し、 お客

2

26

第83回

をぶんどった大手ス ーパ ーが儲 から ない

▽バジル（アロマオイルで使用）

24

南千住一口話

からと店を閉じて撤 退し てしま った ら、

15

2

5

10

☆六郎が語る
2000

分 程お

くなって、少しおちついて気が つ い

時代から、その土地地域 にあ った暮 らし

から 年余続いた店 が閉 じてし まい まし
た。戦前から営業し てい たお茶 屋・ 肉屋

℡3801-4725

皐月晴れ、いつもなら季候が 穏 や

亜矢の
ハーブ
一口メモ

遣会社の社員では自分一 人が 食べて いく

200

650

