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案山子（カカシ）が生きている町
広

ᓥ┴ࡢዟ
ᆅᛮ㆟࡞㢼
ᬒࡢ⏫ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ
ࠉ実際の人間と
見間違う案山子
（カカシ）が、か
なりの広範囲に点在ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ㔮ࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠾ࡌࡉࢇࡸࠊ㎰సᴗࢆࡋ࡚࠸
ࡿ࠾ࡤࡉࢇࠊᩓṌࢆࡋ࡚࠸ࡿேࠊࡃࣜ
࡛ࣝࡍࠋ
ࠉ┿ࡣ私以外はすべて案山子࡛ࡍࠋࡘ࠸ࡘ࠸ࠊ
ኌࢆࡅ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡢ࡛ࡍࡀ
ᒣᏊࡔࡽ
ᙜ↛ືࡁࡲࡏ
ࢇࡋࠊ㏉ࡶ
࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࠉ ࡇࡢ⏫ࡢேࡀ
ࡘ࡚╔⏝ࡋ࡚
ࡓὒ᭹࡞ࢆࡑ
ࡢࡲࡲᒣᏊ╔ࡏ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛⏫୰ࡲࡿ࡛
⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺❧ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ実際の人間がいても気が付かないほど࡛ࡍࠋ
ࠉ⫼୰ࡢ᭤ࡀࡾ᪉ࡸᡭࡢ
ືࡁ࡞ࡀே㛫ࡑࡗࡃࡾ
࡛ࡍࠋ
ࠉᒣࡢ୰࡛ࡍࡀࠊࡇࡇࡔ
ࡅ㛫ࡀṆࡲࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ࢟ࣕࢵࢳ࣮࣎ࣝࢆࡍࡿ
ぶᏊࠋ
ࠉ᪑⾜ฟࡅࡿⱝ࠸࢝
ࢵࣉࣝࠋ

ࠉ➉㤿࡛➇தࡍ
ࡿᘵࠋ
ࠉ࠺ࡁࢆᣢࡗ࡚
ࡁᤲ㝖ࢆࡍࡿ࠾፠
ࡃࡍࡈ࠸ᩘࡢே㸦

ᤲ
ࡉࢇࠊ
ᒣᏊ㸧ࡀ࠸ࡲࡍࠋ

ࠉᗈᓥ┴᮶⏫ࡣࠊ Ἠᆅ࡛ࡍࡀࠊࡣ人口より
も案山子の方が多いࡼ࠺࡛ࡍࠋࡲࡓࠊࠕὶ㔮ࡾࠖ
ࡢྡᡤࡋ࡚ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉᗈᓥᕷࡼࡾᅜ㐨ྕ⥺ࢆࡶࡳࡢᮌ᳃ᯘබᅬ᪉
㠃ྥࡅ࡚㐍ࡳࠊྕ⥺ࢆబ⏫᪉㠃ྥ࠸
ࠊὶࡢ࠶ࡿᒣ㐨ࢆᢤࡅࡿᒣᏊฟྜ࠼ࡲ
ࡍࠋேࡢጼࡣࢇ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࠉࡋࡋࠊᒣࠊᕝࠊ⏿ࠊẸᐙࡣ࢝࢝ࢩࡓࡕ࡛
࡞ࡾࡂࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ⏫ࡢேཱྀࡼࡾᒣ
Ꮚࡢᩘࡢ᪉ࡀከ࠸ࡢࡣぢࢀࡤ⣡ᚓࡋࡲࡍࠋ
ࠉ᭱ᚋࡢ┿ࡣࡾ࠶࠼ࡎ㞟ྜ┿ࠋࡋࡋࠊ
ே㛫ࡑࡗࡃࡾ࡞ࡢ࡛ኪ࡞ࡿ࡞ࡾẼ࡛
ࡍࠋࡕ࡞ࡳࡇࡢ᪥࠶ࡗࡓᐇ㝿ࡢேࡣࠊ対向
車の車一台だけ࡛ࡋࡓࠋ
ࠉ⏫࠾ࡇࡋࠊᮧ࠾ࡇࡋࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉ἲࡀ࠶ࡿ
ࡶࡢ࡛ࡍࡡ㸟ࡃឤᚰࡋࡲࡋࡓࠋࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᯇୗ୕㑻
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文遊館まちがい探しクイズを描くのは誰？
文㐟㤋ᜏ䛾䜎䛱䛜䛔᥈䛧䜽䜲䝈䚹ᥥ䛔䛶䛔䜛䛾
䛿ㄡ䠛
䚷䠔ᖺ๓䛾䛒䜛᪥䚸⚾䛿๓䚻䛛䜙⪃䛘䛶䛔䛯䛣䛸䜢ᙼ
ዪ䛻౫㢗䛧䛶䜏䜎䛧䛯䚹
䚷䛂䛖䛱䛾䝏䝷䝅䛻䜸䝸䝆䝘䝹䛾䇾䜎䛱䛜䛔᥈䛧䜽䜲䝈䇿
䜢㍕䛫䜛䛸䛚ᐈᵝ䛜ᴦ䛧䜑䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䛖䜣䛰
䛡䛹䚸ᥥ䛔䛶䛟䜜䜎䛩䛛䠛䛃
䚷ᙼዪ䛾㏉䛿➗㢦䛾䛄䜲䜶䝇䛅䛷䛧䛯䚹
䚷➨䠍䠔ᅇ䛺䛛䜘䛧᪂ே䜎䜣䛜㈹䜢ཷ㈹䛧䚸䝥䝻䛾ₔ⏬
ᐙ䛸䛧䛶䜒άື䛧䛶䛔䛯䛣䛸䜒䛒䜛文遊館の漫画家䛿䚸
䛿䝇䝍䝑䝣䛸䛧䛶ά㌍䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷ᙼዪ䛜ᥥ䛔䛯䜎䛱䛜䛔᥈䛧䜽䜲䝈䜒䚸２３作品にな
り䚸Ꮨ⠇䜔䛭䛾䚻䛾ヰ㢟䛺䛹䜢䛚䜚䜎䛬䛺䛜䜙䚸ᅇ

䜢㔜䛽䜛䛤䛸䛻จ䛳䛯䜒䛾䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䛚䛛䛢䛥䜎䛷䚸䛣䛾䜽䜲䝈䛾䝣䜯䞁䛾᪉䛜䛯䛟䛥䜣䛔
䜎䛩䚹
䚷䜽䜲䝈䜢䛩䜛ᴦ䛧䛥䛸䚸ᢳ㑅䛷㈹ရ䛜ᙜ䛯䜛䛛䜒䛧䜜
䛺䛔䚸䛸䛔䛖ᮇᚅឤ䛷ᩥ㐟㤋䛾ᗈ࿌䛜ᴦ䛧䜏䛻䛺䛳䛶
䛝䛶䛔䜛䜘䛖䛷䛩䚹
䚷䛂䛒䛸୍䛴䛰䛡䚸䜟䛛䜙䛺䛔䛡䛹䚸䛹䛾䛒䛯䜚䛛䝠䞁䝖
䛱䜗䛖䛰䛔䚹䛃䛂ᅇ㞴䛧䛛䛳䛯䜟䡚䛃
䚷䛂ྜ䛳䛶䜎䛩䛛䠛䛃䛂ᢳ㑅䛷ᙜ䛯䜛䛛䛺䛑䡚䛃䛂䛿䛔䚸
䛣䜜䟿䛃䛂↓ゝ䈈䛃䚷ᑠ䛥䛔Ꮚ䛹䜒䛥䜣䛛䜙䛤ᖺ㓄䛾᪉
䜎䛷䛯䛟䛥䜣䛾᪉䛜䜎䛱䛜䛔᥈䛧䜽䜲䝈䛾⟅䛘䜢ᣢ䛳
䛶䛝䜎䛩䚹
䚷ᥥ䛔䛯ᮏே䛻䛿䚸䛚ᐈᵝ䛾୍ゝ䛜ḟ䛾
సရ䛾䜎䛱䛜䛔᥈䛧䛾䝠䞁䝖䛻䛺䛳䛶䛔䜛
䛛䜒䟿䠛
䚷䛹䛖䛮䚸䛚ᴦ䛧䜏䛻䚹
文遊館
店長 松浦玉江

第一回目の
まちがい探しクイズです

招き猫（まねきねこ）について
䚷ᅇ䛿䚸ᣍ䛝⊧䛾⏤᮶䜢ㄝ᫂䛧䜎䛩䚹
䚷ᣍ䛝⊧䠄䜎䛽䛝䛽䛣䠅䛿ㄡ䜒䛜▱䛳䛶
䛔䜛㛤㐠䛾䛯䜑䛾⊧䛾⨨≀䛷䛩䚹
䚷䜒䛸䜒䛸䛿㎰స≀䜔⺋䠄䛛䛔䛣䠅䜢㣗
䜉䜛䝛䝈䝭䜢㥑㝖䛩䜛⊧䛻䛒䜔䛛䛳
䛶㣴⺋䠄䜘䛖䛥䜣䠅䛾⦕㉳≀䛜ጞ䜎䜚䛷
䛩䚹䚷䛴䜎䜚䚸ネズミをやっつけることで、お金や幸運
が舞い込んでくるというわけ䛷䛩䚹
䚷ᣍ䛝⊧䛿ྑᡭ䜢ᣲ䛢䛶䛔䜛⊧䜔䚸ᕥᡭ䜢ᣲ䛢䛶䛔䜛
⊧䛜䛒䜚䜎䛩䛽䚹右手を挙げている猫は金運を招き、
左手を挙げている猫は人を招く䛸䛥䜜䜎䛩䚹
䚷䛯䛰ྑ䛸ᕥ䛸䛔䛖㐪䛔䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸䛭䛾ᡭ䛾㧗䛥䜒
ព䜢ᣢ䛳䛶䛔䛶䚸㧗䛡䜜䜀㧗䛔䜋䛹䜘䜚㐲䛟䛾⚟䜢
䜃ᐤ䛫䜛䛸䛔䛖ព䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䚷୰䛻䛿両手を挙げたもの䜒䛒䜚䜎䛩䛜䚸ḧᙇ䜚䛩䛞
䜛䛸「商売あがったり」
「お手上げ」の意味䛻ྲྀ䜜䜛䛯
䜑᎘䛖ே䛜ከ䛔䜘䛖䛷䛩䚹Ẽ䜢䛡䜎䛧䜗䛖䚹
䚷
䚷ᣍ䛝⊧䛾䝕䝄䜲䞁䛸䛧䛶᭱䜒ከ䛔䛾䛜୕ẟ⊧䝍䜲䝥
䛷䛩䚹䛣䜜䛻䛿⌮⏤䛜䛒䛳䛶䚸⊧䛿㑇ఏᏊ䛾㛵ಀ䛷
୕ẟ䛻䛺䜛䛾䛿ᇶᮏⓗ䛻䝯䝇⊧䛷䛩䚹୕ẟ⊧䛾䜸䝇䛸
䛔䛖䛾䛿ኚ⌋䛧䛟ᕼᑡ䛺Ꮡᅾ䛷㻝㻜㻜㻜༉䛻䠍༉䛠䜙䛔

䛾☜⋡䛷䛧䛛⏕䜎䜜䛺䛔䜘䛖䛷䛩䚹ྂ䛟䛛䜙ୡ⏺୰䛷
䛭䛾ᕼᑡᛶ䛿▱䜙䜜䛶䛔䛶䚸䛭䜜䛻䛒䜔䛛䜚⯪䜚䛾
㛫䛷䛿⯪䛻䛫䜛䛸⚟䜢䜃⯪䛜㐼㞴䛩䜛䛣䛸䛜䛺
䛔䛸䜒ゝ䛔ఏ䛘䜙䜜䛶⯪䛻䜸䝇䛾୕ẟ⊧䛜䛫䜙䜜
䛶䛔䛯䛭䛖䛷䛩䚹
䚷䛭䛾䜘䛖䛻ྂ᮶䜘䜚⚟䜢䜆Ꮡᅾ䛷䛒䛳䛯䛯䜑䚸୕
ẟ⊧䛾䜸䝇䜢䝰䝏䞊䝣䛻䛧䛶୕ẟ䛾ᣍ䛝⊧䛜ከ䛟స䜙
䜜䛶䛔䜛䜟䛡䛷䛩䚹䛴䜎䜚䚸三毛猫のオスが招き猫䠄
䜎䛽䛝䛽䛣䠅䛾原型䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹
䚷䛷䛿䚸ⓑⰍ䜔㉥Ⰽ䚸㯮Ⰽ䛾䛻䚸䝢䞁䜽䜔㟷Ⰽ䚸
㔠Ⰽ䛺䛹䛜䛒䜚䜎䛩䛜䚸୕ẟ⊧䛾䜸䝇䛜ὶ䛷䛩䚹
䚷Ⰽ䛻䜘䛳䛶䜒䛂Ꮫᴗྥୖ䛃䜔䛂㏻Ᏻ䛃䛿䠄㟷䠅䚸䛂ᜊ
ឡ䛃䛿䠄䝢䞁䜽䠅䛺䛹䚸ᣍ䛝⊧䜒ኚ䛧䛶䛝䛶䛔䜎䛩䚹
䚷୰䛷䜒黒い猫䛿䚸᫇䛾᪥ᮏ䛷䛿䛄ኪ䛷䜒┠䛜ぢ䛘䜛
䛅䛺䛹䛾⌮⏤䛛䜙䚸「福猫」
として魔除けや幸運の象徴
䛸䛥䜜䜎䛧䛯䚹
䚷㉥䛔Ⰽ䛿䛿䛧䛛㑧Ẽ䛜᎘䛖Ⰽ䛸䛔䜟
䜜䚸赤い招き猫は、無病息災となる
病除けの意味䛻䛺䛳䛯䜘䛖䛷䛩䚹
䚷䜂䛸䛴䜂䛸䛴䛾ព䜢⌮ゎ䛧䛶⮬
ศ䛾㢪䛔䛻䛒䛳䛯ᣍ䛝⊧䜢㣭䛳䛶䛟䛰
䛥䛔䚹
㻌

マツシタ小売部店長三村幸子
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パソコン教室便り

インターネットは危険がいっぱい？？
迷惑メール・情報(儲け話)商材について知っ
ておきましょう。

■インターネットに潜む危険
その４．
迷惑メール︑情報商材

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝ࡋ࡚࠾㈙࠸≀ࢆࡋࡓࡾࠊ
࠾㐩࣓࣮ࣝࡢࡸࡾྲྀࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿࠊいつ
の間にか迷惑メールが届くようになるࡇࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ
ࠉ
ࠉෆᐜࡣฟ࠸⣔ࠊギャンブル、儲け話࡞ࠊ௳
ྡ࠺ࡲ࠸ゝⴥࢆ࠸ࠊᛮࢃࡎ㛤ࡅࡉࡏࡼ࠺
ࡍࡿ࣓࣮ࣝࡀከ࠸࡛ࡍࠋ
ࠉࡲࡓࠊ௳ྡࠕ࠾ୡヰ࡞ࡾࡲࡍࠖࠊ
ࠕඛ᪥ࡣ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠖ࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊぬ࠼ࡣ࡞࠸ࡅㄡࡽࡢ㏉ಙ࡞ࠊ
ᛮࢃࡏ࡚࣓࣮ࣝࢆ㛤ࡏࡿᡭཱྀࡸࠊᕪฟேࡀ
「anazon.co.jp」࠸࠺ࡼ࠺ࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢧ
ࢺࡢamazonにとてもよく似た文字ࢆࡗ࡚㛤
ࡏࡿᡭཱྀ࡞ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠉ
ࠉࡉࡽࠊ࣓࣮ࣝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ
ぢ࡚࠸࡚ࡶ➇㤿ࡸᰴ ); ࡛ඈࡿヰࠊࣟࢺ㸴࡛
㸯➼ࡀฟࡓࠊ࡞⯆ࢆࡦࡃゝⴥࢆ┠ࡍࡿࡇ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠉୗࡢ⏬ീࡀࡑࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡢෆᐜ┤᥋㛵ಀࡢ࡞࠸ᗈ࿌࡛ࡋ࡚ࠊクリックす
ると予想ソフトや、儲かる情報（情報商材）を購入
するためのページが開くࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

対処法は？
ࠉࡲࡎࠊ迷惑メールですが、決して開かないよう
にࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠉࡋ࠸࡞ᛮࡗࡓ࣓࣮ࣝࡣ㛤ࡎࡍࡄ๐
㝖ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࠉ࣓࣮ࣝࢆ㛤࠸࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠊ㓄ಙṆ
ࡢ౫㢗ࢆ㏦ࡗࡓࡾࡣỴࡋ࡚ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠉ᰿Ẽࡼࡃᾘࡋ࡚࠸ࡿࡑࡢ࠺ࡕࡇ࡞ࡃ࡞ࡿ
ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ↓ࡃࡍࡓࡵࡣࠊ࣓
࣮ࣝࢻࣞࢫࢆኚ࠼ࡿࡋ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࠉ
ࠉḟሗၟᮦࡢሙྜ࡛ࡍࡀࠊ冷静に考えると
儲 かる話を他 人に簡 単に話すはずがありませ
ん。࠺ࡲ࠸ヰࡣ⨜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛↓どࡋࡲࡋ
ࡻ࠺ࠋ
ࠉ࠸ࢃࡺࡿࡡࡎࡳㅮࡲࡀ࠸ࡢࡶࡢࡶ࠶ࡿࡢ࡛ᕳ
ࡁ㎸ࡲࢀࡿኚ࡛ࡍࠋ
ࠉ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆぢ࡚࠸࡚ࡇࢀࡣᗈ࿌࡞ࡢ
࠺ุ᩿ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࠕ$GV E\ ࠸ࠖۑۑ
࠺ᩥᏐࢆ᥈ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠉAds＝広告࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀุ࡛᩿ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡲࡍࠋ㸦ᅗࡢձࡢ㒊ศ㸧
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「鮨会席 すえひろ」

築１３０年の古民家で営む
ࠉ
ࠉᕤࡢ∗ࠊ⨾ᐜᖌࡢẕࢆᣢࡘࠊ⫋ே୍ᐙ⫱ࡕ
ࡢᗑࠋ
ࠉᡭ㛫ࡦࡲࡅࡓᩱ⌮ࡀᴦࡋࡵࡿ࠾ᗑࠋ
ࠉ㛵す࡛ಟ⾜ࢆࡋࠊ松下幸之助さんの特別食堂の
責任者をしていたこともあるほどの腕前࡛ࡍࠋ
ࠉぶᡉࡢ࠾࠺ࡕ᮶ࡓࡼ࠺࡞✵㛫࡛ࠊẼ㍍ࡓ
ࡗࡾࡢ࠾ᑑྖࡁࣛࣥࢳ࣓ࢽ࣮ࣗࡀ㣗ࡽࢀ
ࡲࡍࠋ
᪥ࡢࣛࣥࢳࡣࠕࡍ࠼ࡦࢁᚚ⮃ࠖࠋ
࣭ᑑྖ㸶㈏㸦࢝ࠊࡲࡄࢁࠊ∵ࡢࡓࡓࡁࠊ✰Ꮚࠊ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᩘࡢᏊࠊࢧ࣮ࣔࣥࠊ⏕ᾏ⪁ࠊ࠸ࡃࡽ㸧
࣭ኳࡽ✀
࣭Ⲕ☇ࡋ
࣭ᑠ─㸦㛫↻㎸ࢇࡔ⮬ᐙ〇↝ࡁ㇜ࠊ࢝ࣜࣇࣛ
ࠉࠉࠉࠉ࣮࣡ࠊ⏑ࠊᯇ๓࠼ࠊ㯮㇋ࠊࢦ࣎࢘㸧
࣭࠾྾࠸≀࣭ࢹࢨ࣮ࢺ࣭ࢻࣜࣥࢡ

ࠉ昼会席ࠉͤᑡேᩘࡔண⣙࡞ࡋ࡛㹍㹉
࣭すえひろ御膳１４８０円㸦⛯ู㸧
࣭日替わりランチ９８０円㸦⛯ู㸧
ࠉ夜会席ࠉͤண⣙㸦᪥๓ࡲ࡛㸧
ࠉ3000円（税別）〜
ࠉ࠾ᣢࡕᖐࡾࡸᑠᐗ࡞ࡶᑐᛂྍ

すし会席 すえひろ
住所 〒769-2321
さぬき市寒川町石田東１１９７
TEL/FAX ０８７９−４３−５２４７
営業時間 11:00〜14:00、17:30〜21:00
定休日 水曜日

ࠉ
ࠉࠉ

編 集 後 記

ミッション 東讃地域の文化生活創りをお手伝い

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉ

文遊館facebook

WebShop天貨 教材自立共和国yahooショップ 教材自立共和国

発

行

株式会社マツシタ 代表取締役

松下三郎

〒769-2701 香川県東かがわ市湊815-17
電話番号
0879-25-0118
FAX番号
0879-25-1343
メール
saburo@shikoku.ne.jp
http://www.shikoku.ne.jp/matsushita/index.html
http://www.tenka.biz/

代表取締役 松下三郎

本社

