あやべ特別市民の皆様へ

お便りコヸナヸ
（順丌同）
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今月は、皆様からふるさと産品へのお礼のお便りを沢山いただ
きましたので、ご紹介させていただきます！ご丁寧にありがと
うございました。皆様からのお声は、制度運営の大きな励みに
なります。今後もご意見やご要望など、どしどしお聞かせくだ
さい。お待ちしております！！
※誌面の都合上、時候の挨拶等、一部割愛させていただいております
ので、ご了承ください。

●今年の新米、９月に入ってから毎日楽しみにして待っていました。今日は頂いて早速夕
食に炊かせてもらいました。やはり特別栽培米！！美味しいですねヸ。エコファヸマヸの
方々のご努力に、心から感謝しております。次々と特別市民にお心づかい頂いて恐縮です。
ふるさと綾部のご発展を念じております。
東京都文京区 O 様
●秋ふかくよい季節となりました。聖米こしひかり嬉しくいただきました。ありがとう存
じます。御禮まで。
千葉県松戸市 K 様
●木立ちわたる風も肌に心地よく、あの連日の暑さがうそのよう
に思われ、東京板橋も今日は抜けるような青空が輝くばかりでし
た。本日、京都丹波産のこしひかりを頂戴いたしました。
「あやべ
特別市民」という形で同窓のお仲間の方に教えていただき入会、
綾部市の折々の季節の風景、行事などの地誌を送って下さり、綾
部グンゼの社宅に高校まで住んでいて、その後グンゼ塚口工場に
務めておりましたが、母や姉兄弟が皆、横浜に住むようになって、
私一人関西にいるのが寂しくなって、東京の今の主人と結婚、それから五十年、現在の所
におりますが、若い頃、一度綾部で同窓会がありました時、出席しました時も、ふる里あ
やべの思い出の場所をたずねる時間もなく、今日までこうして今回の機会をいただき、地
誌を送って下さって、うれしく、なつかしく拝見させていただけるだけでも喜びですのに、
ふるさと産品まで送っていただき、家族６人で毎回楽しく頂戴しております。本当にあり
がとうございました。皆様、お体にお気をつけて、いっそうのご活躍を祈り上げておりま
す。
東京都板橋区 Ｙ様
●思いがけない豪雨に「綾部はどうかしら？」と気になるのも、特別市民になったからでし
ょう。この度は、新米をお送り下さってありがとうございます。早速、今晩頂きます。さて、
私ども「結みのお小旅行」で綾部に伺って三ヵ月がたちました。会報でレポヸトしています
ので、同封します。その節は、お世話になりました。秋には、少人数で再訪したいと思って
います。さて、制度への意見募集とのことですが、黒谷和紙で、この一筆箋のように、綾部
らしいカットをあしらったものがあればと思います。これは福島県須賀川市へ行った時に買
ったものです。
（綾部ではバラ園のバラでしょうか？）
「丹波の黒豆ケヸキ」おいしそうなの
で忚募します。

大阪府箕面市

M様

●本日、ふるさと産品頂戴致しました。両親と兄と…と亡くなり御当地との縁がうすくな
って居りますので、とても嬉しく楽しんで居ります。今後共よろしくお願い申し上げます。
東京都板橋区 H 様
●酷暑の日々もやっとすぎ去り、秋の気配を感じるようになって参りました。今年の様に
暑い夏の田畑のお世話は大変な毎日だったことと存じます。その皆様の御苦労こめて育て
られた大切な新米を早々と御直送頂き、この上なく有難く、うれしく心から御厚礼申し上
げます。「ありがとう」ございました。早速、娘や孫達と揃って、賞味させて頂きたいと
たのしみに致して居ります。気候の変り目時、皆様御体お大事に、御健康とますますのお
栄えの祈り上げます。一筆お礼まででございます。
兵庨県宝塚市 O 様
●このたびは、第１回「ふるさと産品」聖米こしひかりをお送り下さり、有難うございま
した。ニュヸスレタヸで懐かしい“稲木干し”という言葉を見つけました。私も、子供の
頃、父が稲木干しをするのを、よく手伝ったものです。
（こういう私も来月１０月で７２才ですが）私の妻の実家（鳥取
県西伯郡）でも、義兄が、コンバインによる米と、稲木の天日干
しの米では“味が微妙に異なる”（天日干しがおいしい）とのこ
とで、稲木干しにこだわっています。ニュヸスレタヸの“口上林
地区の稲木干し”実際の手間は大変でしょうが、今後も頑張って
続けてほしいと思いました。
大阪府堺市

A様

●本日“あやべの新米”届きました。毎年楽しみに待っていました。9/24～9/26 日、
山陽ヷ山陰を旅して来ましたが、綾部や篠山市の山中をバスで通過して来ました。台風の
影響も少し感じられましたが…。おいしい新米、家族みんなでいただきます。ありがとう
ございました。皆々様のご活躍を祈念しております。
●朝夕、寒くなってきました。先日の大雨で由良川の昔を思い出し心配
しておりました。如何でしたでしょうか…。この度は新米をいただきま
して、ありがとうございます。昨年、今年と東京にいる友人におすそわ
けさせて頂きます。昨年は、とてもおいしかったよ！と好評でした。猛
暑をすごした今年のお米とお世話されている方々に感謝と感激です。友
人もさらに喜んでくれると思います。ありがとうございます。
京都市西京区 M 様
●ごぶさたしておりますが、お元気でお忙しくなさっている御様子、何
よりうれしいです。「この暑さ」でどうにかなってしまいそうな夏でし
たが、あれよあれよという間に「秋」何より「新米」最高。おかず何に
もいりません。毎年感謝です。「ねっと」９月号８人共いいお顔なさっていますね。あや
かりたいです。お礼まで。
大阪府交野市 M 様
●こんにちは。ふるさと産品のお米をいただきました。先般の大雨で綾部も被害にあわれ
た所もあり、田畑はどうなんだろうと心配していました。一万円の会費でこのような特産
品が三度も送られて来るなんてびっくりです。お米に農薬等の表示も細かく書かれていて、

心こめて作られたお米だと、安心して頂く事ができます。本当にありがとうございました。
あと２回がとても楽しみです。
兵庨県赤穂市 M 様
●急に秋らしく、晴天が続き猛暑を忘れそうです。台風十八号では、綾部のニュヸスにビ
ックリ心配致しました。緑豊かな田園を由良川が襲ったのかと心が痛みました。でも実り
の秋に入り、私共にまで新米が届き感激しています。ありがとうございます。早速郷里を
想いながら、今夜は幸せな気分を味わいます。又色々美味しそうなパンフレット注文させ
て頂く楽しみが出来ました。
東京都北区 H 様
●この度は結構なお品を御恵送下さり、ご厚情の程誠に有り難く、ここに謹
んで衷心より厚く御礼申し上げます。時節柄、ご自愛専一に祈りあげます。
右、略儀ながら寸楮をもちまして御礼申し上げます。
和歌山県田辺市 K 様
●青い空、白い雲、秋の気配を感じます。本日は新米をお届け下さいまして心からお礼申
し上げます。きれいな空気と水で丹精こめて作られたお米を心して戴きます。何時も「ね
っと」や「ニュヸスレタヸ」で田舎の風景をなつかしく思っております。綾部市の発展を
心からお祈り致します。

大阪府大阪市

S様

●厳しい残暑や豪雨禍にあって、実りの秋を迎えたとの思いに至りませんでしたが、此度、
丹波の新米をお送り戴き、綾部にも着実に早や秋が来たことを知りました。自然の恵みに
感謝申し上げますと共に、稲木干しの写真により、古くから綾部故郷に変わりがないこと
を知り嬉しく存じます。ねっとの山崎市長の善聞語録を拝見し、綾部市は世界平和に貢献
され、中東和平にもお力を注いてこられた由、敬意を表する次第です。小職も、最近のイ
ラクヷトルコの医療ヷ医学教育に関不することがあり、日本への大きな期待を感じていま
す。市長を先頭に皆様方が綾部の平和の町つくりを推し進められ、世界平和に貢献されま
すことを祈っています。有難う。
東京都杉並区 S 様
●去る十八号台風で当地（福知山市土）は大変な被害で、幸い当方は府道の上洲で難を免
れましたが、下の方は大変な被害にあわれた方々がお気の每でした。何もお手伝い出来ず、
重苦しい空気の昨今でございます。今日は思い掛けず、綾部の聖米をお送り頂き、ありが
とうございました。何時も色々とお世話様になり、感謝でございます。ニュヸスで綾部の
方も大変な様子、色々と役所の方に、大変な事とお察し致しますが、どうぞお身体お愛い
の上、御公務にお励み下さいます様、念じております。先ずはお礼までありがとうござい
ました。

京都府福知山市

●さわやかな季節になりました。今日、新米第一号が届きました。
有難うございます。猛暑だったせいか夏に買った玄米に虫が繁殖
してしまい、虫を見つけてつぶしたり、何度もざるでふるったり
していただいております。お米は虫が付いても捨てられませんが、
新米の香りと食感を早く味わいたく、虫つき米がなくなるのが待
ち遠しいことです。今年ももう 3 ヶ月を残すのみになりました。
穏かに過ぎていくことを祈ります。
神奈川県横浜市 Ｙ様

I様

●こんにちは。いつもお世話になっています。台風が大きな爪痕を残して通り過ぎて行き
ましたが、綾部市はいかがでしたか？農産物には大きな影響はありませんでしたか？先日
は貴重な新米を送っていただきありがとうございました。味わっていただきますね。
大阪府豊中市

I様

●今年の酷暑も彼岸を過ぎる頃より、日増しに秋の気配を感じる季節と
なりました。過日府北部を襲った台風１８号で由良川増水での思わぬ映
像を見て、ただただ皆さん方の御無事を祈った所でした。被災された
方々の一日も早い復興を心よりお見舞い申し上げます。さて本日は、新
米（聖米）をお届け頂き、本当に有難うございました。友達にもお裾分けして、綾部市の
発展の様子や四季を通じて諸行事を伝えたいと思っています。先日お墓参りに帰路、小畑
みそをお土産にと買って参りました。本当の昔の「コウジ」の香りが大好きです。日に日
に躍進する綾部を誇りに思っています。
京都市伏見区 S 様
●此の度は、綾部の銘産「聖米」をお送り頂き誠にありがとうございました。早速に炊か
せていただき、綾部で生れ育ちました今は亡き夫の遺影に供えさせて頂きました。ありが
とうございました。御礼まで綾部市の御発展を念じ上げております。
千葉県佐倉市

K様

●今夏は、記録的な猛暑につづき、台風と集中豪雨、由良川の氾濫などで、皆様には心痛
むこといかばかりかと案じておりました矢先、“新米ヷこしひかり”をお送りいただきま
して御礼申し上げます。精根こめて作られた、名前通りの貴重な「聖米」ですね。生産者
の皆様のご努力を充分にかみしめて、賞味させていただきます。有難うございました。
神奈川県横浜市 M 様
●皆様お元気にご活躍でしょうか。先だその台風では、緊急避難など大変だった
由、お見舞い申し上げます。この度は「聖米」をお送り頂きまして、有難うござ
いました。綾部の懐かしい風景を想いながら、皆で味わせて頂きます。どうぞお
身体お大切にお過ごし下さいませ。
東京都東大和市 S 様
●酷暑の夏、ようやく待ち焦がれた秋の到来に心身共に安らぎを感じている昨今、又々綾
部からの嬉しい新米の御到着、感謝で一杯です。が、年に何回かのお届け物に有難い味と
申し訳ないの気持ちです。送る手間、送料等を思いますと―――。心より御礼申し上げ致
します。
神奈川県逗子市 U 様
●朝夕少し秋らしくなってまいりました。ひじり米御送りいただきまして、大変うれしく
勿体なくいただいて居ります。すばらしい御名の御米や、皆様の御苦労に感謝しつつ、御
馳走になりました。ありがとうございました。重ねて御礼申し上げます。皆々様、くれぐ
れも御大切になさって下さいませ。
東京都調布市 K 様
●台風 18 号は、由良川や嵐山に豪雨の被害をもたらし、福知山の洪水被害が報道されま
したが、綾部は、大丈夫だったでしょうか。また、大飯原発再稼働の申請もなされ、圏内
にある綾部としても心配なことです。技術進歩による受益と損失は、単に経済的側面だけ
でなく、文化、生活、生物多様性と多面的な考察が求められています。記憶と正解のある

問題には強い受験秀才や官僚たち、更には、選挙民におもねる政治家、短期的利益追求を
要求される企業の経営者だけの決定に任せてはならず、国民や住民の判断、しかしそれも
住民エゴではない未来を見据えた大局的な判断が求められています。台風 20 号は、幸い
日本の東海上に抜け、列島各地への被害もなく一気に、北の高気圧の張り出しで冷え込み、
秋の様相が濃厚になってきました。過ごし易い半面、私は、せいたか泡立ち草や薄（尾花）
の「秋の花粉症」に悩まされる季節でもあります。さて、この度は、綾部の名産の一つ「丹
波産こしひかり」をお贈り頂き、有り難うございました。秋の味覚として、故郷を思い出
しつつ味わいたいと思います。この 10 月の後半には、22 日の京都ヷ時代祭りをはさみ、
綾部高校の同級生たち数人で同級生の墓参を京都ヷ桃山で行い、琵琶湖に宿泊したりして
秋の京都を楽しむ予定です。8 月には、関東在住の同級生有志で、生麦（幕末の生麦事件
で有名）にあるキリンビヸル工場見学とキリンビレッジで世界の各種ビヸルを飲みながら
ランチ会を致しました。綾部の更なる活性化、発展をお祈りしております。
神奈川県藤沢市 Ｍ様
●今年も新米ありがとうございます。白米はもちろん、栗や里芋やきのこなどいろいろ炊
いて楽しんでいます。特にこの頃は、ふるさとのありがたさを実感し
ます。台風の影響は如何でしたか。五十年も前十三号台風があり、並
松の被害者宅へ勤労奉仕に刈ったことを思い出します。護岸もしっか
りなされていると思いますが。先日妹宅で DVD を一緒に見て、随分
変わったなぁと感じつつも、変わらぬ綾部弁が聞こえるようで懐かし
かったです。ありがとうございました。
京都市左京区 I 様
●秋は来ないのではないかと思うほど、暑かった夏にも終わりを告げ、秋の気配が漂うよ
うになりましたが、日中はまだ汗ばむ陽気でございます。この度、「あやべ特別市民」の
仲間入りをさせていただきた者でございます。先日は、早速にお米をお送りくださいまし
て有難うございました。家族でおいしくいただいております。特別栽培米ということで、
環境にも、健康にもやさしいお米で嬉しく思っております。あやべの皆様のお心が感じら
れる資料など拝見させていただきました。末筆になりましたが、職員の皆様どうぞお体を
大切にお過ごしくださいませ。
愛知県名古屋市 W 様
●おいしい飯米をお送り下され有難う御座います。いつぞや
京都 S.K.Y より見学会に参加した一人です。その節特別市民
のお誘いで参加し、いろいろ案内を頂き、又、今日はうまい
新米を有難う御座いました。こんな新米が出来るなら田舎く
らしも満更悪く無いなと想います。もし、御要望でしたら、
もう一年参加致したく、よろしくご一報下さい。今後、あや
べ市発展の為ガンバって下さい。
京都市南区 M 様
●秋晴れが続くこの頃、紅葉も待ち遠しい季節となりました。日頃は主人が大変お世話に
なり、誠にありがとうございます。又、先日は新米をお届けいただき、大変恐縮していま
す。数年前にバス旅行でお伺いした美しい景色が蘇ってまいりました。本当にありがとう
ございます。機会がございましたら、ぜひ金沢にもお越し下さいませ。
石川県金沢市 S 様

●きびしい暑さもようやく治まり、朝夕はしのぎ易くなって参りました。先日はふる里綾
部の新米、ありがとう御座いました。おいしくいただいて居ります。厚く御礼申し上げま
す。稲木干しの写真は、子供の頃の近所の風景をとてもなつかしく、いろんな農村の風景
を思い出して、いくつになっても、ふる里いいものはありません。いつの日か又是非訪れ
たいと思ってます。有難うございました。厚く御礼申し上げます。
京都市伏見区 O 様
●先日の台風では、福知山が全国ニュヸスで報じられ、浸水状況をテレビ画面でみて、胸
のつぶれる思いでした。その後、綾部にも被害があったことを知
り、心を痛めています。そんな中、今年も立派な新米を届けてい
ただきました。これまでは、封を切らずに、他人様に差し上げて
いましたが、今年はわが家でご馳走になろうと、楽しみにしてい
ます。有難うございました。過日の「ふるさと自慢ヷうた自慢」
出演者のあやべ弁が魅力的、綾部の良さも再確認。特別市民全員
にお聞かせしたかったなと思いました。三人ほどには知らせましたけどヷヷヷ。遅ればせ
乍、御礼まで。
神奈川県鎌倉市 T 様
●もう秋、まだ夏物を着ています。新米を届けていただいているのに、なんだかんだ雑用
に追われやっと、お礼がおそくなり申し訳ございません。何がなくてもお米されあればヷヷヷ
今日から幸せの一杯をいただきます。
兵庨県西宮市 Ｙ様
●先日は綾部の新米をお送りくださいまして、ありがとうございました。まず、袋に感動
です。表面、裏面とも素晴らしく、これだけで安心できました。お米を見て想像以上で、
お味はそれを上回りました。この制度は以前から存じておりましたが、そのうちにヷヷヷ
と思っていた自分が恥ずかしい気持ちです。今後も同窓会等の折には、何度でも外に向か
ってアピヸルしていけたらと思います。綾部の地をとても大切に思います。本当にありが
とうございました。
兵庨県西宮市 Ｉ様

