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大阪府高槻市 Ｙ様      兵庫県西宮市 Y様   大阪府藤井寺市 Ｆ様 

 

●本日は、御地特産の琴味の数々を御送付頂き、思いがけない贈り物に有難く恐縮致して

おります。楽しみに頂戴致します。               兵庫県丹波市 Ｋ様 

 

●私は特別市民２年目ですが、綾部にもこんなにたくさんのおいしいものがあるなんて知

りませんでした。皆さん、頑張っておられるのですね！正月に“あやべのあじ”をゆっく

りといただきます。                       大阪府堺市 A 様 

 

●よいふるさとを持った幸せをかみしめています。それぞれの地域の産品に心をこめて取

り組んでおられる皆様の写真の顔が輝いて見えます。私も感謝の気持ちで一つづつ味わい

ながらいただきます。なつかしいふるさとのお正月を思い出しながら、越年の準備をして

おります。                          京都市左京区 I様 

 

●まるで玉手箱の様になつかしい綾部を思い出し感じる事の出来る品々を御恵贈下さいま

して有難うございました。ひとつひとつを大切に使わせて頂きます。東京都板橋区 Ｈ様 

 

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。 

 

お便りコーナー 

（順丌同） 



●今年もサンタクロースがプレゼント持って来てくれました。「玉手箱」の中ドキドキワク

ワクするような素敵な品、いっぱいゆっくりながめて、家族そろった時にいただきますね。        

大阪府交野市 Ｍ様 

 

●前回の新米、今回の「とちもち」手作り味噌など綾部の特産物（とち

もち等たべるのはすぐですが、あくぬいて、さらしてとか？）栃の実を、

おもちに入れる迄の工程は大変なのを知っていますので、よ～く味わっ

て食べたいと思います。            京都府八幡市 Ｋ様 

 

●夕方六時からのＮＨＫの京いちにちで綾部のことが放送されると、う

れしく拝見しております。若杉ばあちゃんの放送も楽しんでおります。

先日、孫と本屋さんに行きましたら御本が出ておりました。さっそく買って帰ったのです

が、私が緑内障でなかなか読めず、娘が見たいというので置いてきました。トマトにお塩

をかけることも昔はしていたのに、今はしなくなっていました。又読ませていただきます。

十年余り前に、脳内出血で後頭部を手術しましたので、バランスがとりにくくこけやすい

ので、とちの実ひろいに行けないのが残念です。          京都市北区 Ｋ様 

 

●お正月を目の前に、超忙しい今、特別市民への贈物、本当に有難うございます。久しぶ

りに「とち餅」はおぜんざいにして、早速いただきました。「小畑みそ」もそろそろ無くな

りかけている所。「ゆずぽんず」はこの所よくつくる水炊きにとても嬉しいです。「丹波黒

の甘納豆」は言うに及ばず、「栃の実入りクッキー」はたしか初めて、お味が楽しみです。

「きゅうり漬け」も早速頂きました。嬉しい品々ばかり、選ばれるご苦労がしのばれます。                        

東京都文京区 Ｏ様 

 

●早く冬至が来ればとまちわびていた此の頃、その冬至の日に「ふるさと便」を頂き、う

れしさが二倍になりました。素朴なふるさとの味は、都会暮らしの長い私には、とてもう

れしく有難いもの、なつかしい母の味を思い出しております。   兵庫県宝塚市 Ｏ様 

 

●どの品々も心のこもった贈り物に感謝致しております。ニュースレターでは、それぞれ

地域の方々の（和）の集りに綾部市の新しい企画と重なり、ほこれる綾部市に感無量です。

私も綾部市民新聞を購読していますが、綾部のステキな所、魅力的な所がたくさんある事

に気付きます。何十年前にあったと記憶されていた相撲の大事業や綾部

水無月まつり、あやべ良さ来い等、その他今年もいろいろな諸行事を見

るにつけ、活気ある綾部のますますの発展を願っています。 

京都市伏見区 Ｓ様 

 

●暖かいお心遣いに心が和み、自然と笑みがこぼれます。有難う。日本

のふるさと、養蚕の綾部、平和のまち綾部の「まゆピー」も冬を迎える世相に暖かさをも

たらしてくれます。小畑の米みその温かいお味噌汁と温かいゴハン、おいしそうな数々の

オヤツを頂くのを楽しみにします。来年は、若きも老いも手をつなぎ「輪」となり「絆」

を一層深める年になりますように祈っています。         東京都杉並区 Ｓ様 

 



●自然の恵みを大切になさって、工夫され、各地で地域の絆が結ばれ、いいところだなと

思わせて頂きました。楽しみにして、ご賞味させて頂きます。一回目の「お米」も大変美

味しく頂戴しました。                     京都市山科区 Ｈ様 

 

●今年６月小旅行でご縁をいただき、特別市民となりました。毎月広報やニュースレター

楽しく読ませていただいてます。紅葉狩りは残念ながら行けませんでしたが、来春は桜と

美しい自然を、そうしておいしい食材を求めに行きたいと思っています。ふるさと産品、

聖米は炊き上がりの香り、つや、甘みがあり美味しく頂きました。今回も沢山の産品あり

がとうございます。また「とち餅」が随分手間をかけて作られてるのを知り感謝していた

だいてます。                         大阪府豊中市 Ｆ様 

 

●クッキーも甘納豆もとてもおいしく頂きました。味噌もなかなかで

すのに、いつもありがとうございます。「まゆピー」とても可愛く、

さっそくつけました。子供の頃に家でかいこさんを飼っておりました

ので、とてもなつかしく思い出しました。   大阪府大阪市 Ｏ様 

 

 

●早速ご馳走になっています。どの御品にも、お作り頂いた方々のお

気持ちがこもっているようで、美味しく頂戴いたしております。「まゆピー」も後ろ手を

組んでいる姿がとても愛らしくて、すぐ様ケイタイに付けさせていただきました。 

兵庫県丹波市 Ｈ様 

 

●クリスマス・イブに小包が届きました。今年のふるさと便は、更に充実していてとても

感激しています。ニュースレターも、人々の声が沢山あって、読ませていただくのもとて

も楽しみです。会員も着々と増えている申、関係者の方々の今年一年の努力の賜ですね。

来年も、もっともっと楽しいお便りを待っています。       埼玉県蓮田市 Ｈ様 

 

●何を手に致しましても必要な品々、なつかしく頂きました。早速、栃の実入りクッキー、

甘納豆、キューリ漬け、それに毎朝使う小畑みそ順次に使わせて頂いて、ふる里を想い出

して居ります。ふる里の味は、大変になつかしく、何を口にしてもおいしい味。綾部大好

き人間。                           京都市右京区 Ｓ様 

 

●ちょうどクリスマスの頃でもあり、まるで子どもがプレゼントの包みを胸おどらせて開

けるような思いでございました。沢山の品をありがとうございました。 

愛知県名古屋市 Ｗ様 

 

●今年も心こもった敀郷の品々をお送りいただきありがとうございま

す。生産者の人達の笑顔をご馳走によばれます。 京都市北区 Ｋ様 

 

●楽しみに味わいます。丁度、孫が来ていてストラップととち餅クッキ

ーは、あっという間に持ち去られました。黒豆は死守。作られた方々の

写真があるのは安心ですし、心がこもっているのが分かります。 

神奈川県逗子市 Ｔ様 

 



●この秋はたくさんの警報が出て、気象速報を見ては何も出来ないですけど心配していま

した。 ふるさと産品、色々あって楽しい中身でした。       兵庫県西宮市 Ｎ様 

 

●地元の産物を大切に扱い商品を産み出していらっしゃる生産者さんが輝いて見えますね。

近くに住んでいたら仲間に入れて頂きたい想いがします。 

 東京都西東京市 Ｕ様 

 

●この寒さの中、ほっこりと暖かくなるような品ばかりで嬉しくなり

ました。綾部も相当寒いのでしょうね。雪でも降っているのでしょう

か。美味しい「とち餅」を作ってくださっている「水源の里 老富」

へ行ってみたいと思いますがあまりにも遠くて・・・・綾部へ行くことさえままならない

のにと思っています。せめて作ってくださっている地域の方々の写真とお知らせを見なが

ら、美味しいとち餅を食しています。「まゆピー」かわいいですね。昔から綾部には本当

の繭でつくられたかわいい「繭人形」が売られていました。ゆるキャラ流行りの昨今、等

身大の繭人形が綾部のゆるキャラとして出てきたらかわいいなと思っています。ストラッ

プのまゆピーもいいですね。                 東京都西東京市 Ｍ様 

 

●早速、生産者紹介を見ながら、次から次へと美味しく頂きました。とち餅については、

老富町に親戚があり、「あく抜きの灰がとてもデリケートで吸殻などが少しでも入ると、

全く使い物にならない」と聞いています。直接の生産者だけでなく、灰の提供者も含め多

くの人の産物なのだと思いました。             茨城県常陸太田市 I様 

 

●いつも綾部からの四季折々のお便りやふるさと産品を楽しみにしています。我が家は、

「とちもち」が大好物で（香ばしさが何ともいえない！）、いつもお正月に堪能していま

す。                              東京都北区 Ｏ様 

 

●早速、お菓子を少しばかりつまんで美味しくいただきました。栃餅は年末に帰郷してく

る子どもたちと一緒に楽しみたいと考えています。       長崎県西彼杵郡 Ｙ様 

 

●いつも綾部のふるさと情報、ふるさと産品をお送りいただきありが

とうございます。ふるさと情緒満載で毎回楽しみにしています。  

        東京都步蔵野市 Ｋ様 

 

●ここ数年は綾部にお伺いする機会もなくなってしまいましたが、 

お送りいただく度に懐かしい綾部の空気を感じています。 

奈良県五條市 Ｉ様 

 

●夫が亡くなり落ち込んでいるところにふるさと便が届き、綾部のにおいに慰められまし

た。送っていただいたふるさと便にひと時懐かしく綾部を思い出しました。       

滋賀県草津市 Ｋ様 

 

●わくわくしながらダンボールを開けましたが、それぞれの地区の方々が心を込めて作ら

れたいろいろな産品が入っており大変有難く、感謝しながら食べさせて頂きたく思って居

ます。                           神奈川県厚木市 Ｔ様 



●いつもいつも、四季折々の綾部を感じることができる素敵な企画をお届けくださり、あ

りがとうございます！家族で、次はどんな便りが来るのか、どきどきしています。 

とち餅や、お味噌、ポン酢などなど、箱を空けたとたん、ふわ～っと、綾部の空気が我が

家にも入ってきて、あたかもいま、綾部に訪れているような幸せな気持ちになりました！

今日はクリスマス、お礼というほどではありませんが、友人から、素敵な電子グリーティ

ングカードをいただきましたので、お送りしますね！メリークリスマス！！      

                     滋賀県大津市 Ｉ様 

 

●私の妻は千葉県に生まれ育った生粋の千葉人です。その千葉県は落

花生をはじめ野菜類も豊富な県の一つです。その彼女が「これはおい

しい！」と言って次々と口に運んでくれました。「黒豆甘納豆」「栃

の実入りクッキー」など。今日のお昼には、「とち餅」を焼いて二人

でいただきました。明日からは「きゅうり漬」や料理に「小畑みそ」

や「ゆずぽんず」を使ってくれること間違いなさそうです。「後で追加の注文しよう、そ

れぞれいくら？」と聞かれ私としてはこんなに嬉しいことはありません！今まで送ってい

ただいた時こんな言葉を聞いたことがなかったものですから。市内の多くの生産者の皆さ

ん本当にありがとうございます！                千葉県千葉市 Ｓ様 

 

●2010年の完全引退以来、曽野綾子さんの「人生の簡素化」の奨め共鳴し、2011年か

ら年賀状のメール化を進めています。誠に一方的で失礼とは存じますが、どうかご寛恕賜

りたく存じます。これまでのご厚情に感謝し近況をご報告申し上げます。私は「古希」の

70歳に達しました。急激に進む「高齢化社会」の人間の一人として心身の劣化には抗え

ないものの、「薬」や「病院」のお世話に極力ならないよう留意して「一病息災」と「健

康寿命」を維持しつつ、今年も国内の里山の旅をつづけたいと思います。昨年は念願の北

海道・アポイ岳登頂、春は信州の里山、大宰府の旧政庁跡、高千穂峡、夏は月山・鳥海山

の湿原、秋の京都時代祭と併せ三井寺や石山寺、彦根城、出雲大社、大山鏡が成、冬には

南紀・熊野・那智大社などを武きました。           神奈川県藤沢市 Ｍ様 

 

●とち餅はお正月用に、黒豆しぼりは人に差し上げるにも好適な

品です。とちの実クッキーや漬物もありがたく頂戴いたします。

第 3回は地酒ですね。どんな個性をもっているのか楽しみです。

                  神奈川県横浜市 Ｙ様 

 

●綾部の新米はとてもおいしく、いつも楽しみに待っています。第２回は、昨年に続いて

とち餅や小畑みそ等で、グループ名の「空山」と聞くと、小・中学校の行き帰りに眺めた

空山を思い出し、とてもなつかしく思います。黒豆甘納豆やきゅうり漬に、今は亡き父母

が作っていた黒豆やきゅうりを思い、ゆずぽんずには、今は誰も住まなくなった生家の庭

になっている柚子を思います。昔は家で、みそも作っていました。今は生家には蔵もみそ

蔵も解体して残っていませんが、そんないろいろなことを思い出させる品々でした。次は

第三回とのこと、年三回も、いろいろな思い出とともに届いて、おいしくいただける機会

を持てること、とてもありがたく思います。          奈良県北葛城郡 Ｙ様 

 

●歳を取ると味覚が里帰りしてくるらしく、ふるさとの品物が無性になつかしくなります。

多分、送っていただいた味覚は、私の幼少期のものより贅沢になっていると思われますが、



ベースになっている品物本来の味は保たれているはずですから、期待している味覚にぴっ

たりと味わっています。                    岐阜県大垣市 Ｙ様 

 

●昨年はふるさと綾部訪問ツアーで大変お世話になりました。とっても楽

しかったです。橋の上からの水面に写った紅葉綺麗でした。またこのよう

な企画有りましたら参加したいです。       北海道札幌市 Ａ様 

 

●山崎市長との出会いをきっかけに、とても素敵な交流をさせて頂いてい

ます。遠く東京在住の私どもですが、市長をはじめみなさんが地域の振興

のため頑張っておられる様子が良く解り、応援をしています。    東京都稲城市Ｓ様 

 

●いつも広報紙やいろいろなレター、ふるさと産品などを送っていただき、ありがとうご

ざいます。読んで、味わって、時々綾部にもお邪魔して楽しませてもらっています。 

京都府舞鶴市 Ｍ様 

 

●昨年末に送っていただきました栃餅。大変美味しく頂きました。こちらで売っている栃

餅は、色はいい色しているのですが、栃の味が全然しません。久し振りに美味しい栃餅を

食べることが出来ました。有難うございました。綾部には、もう両親も亡くなり中々行く

機会も少なくなりました。栃餅を買うのを兼ねて、久し振りに綾部温泉にも入りに行こう

と思っています。                       京都府城陽市 Ａ様 

 

●ゆっくりといろいろ御馳走になりながら、よい春を迎えさせていただきます。                

東京都調布市 Ｋ様 

 

●ふるさと綾部の味をうれしく味わせていただきます。      東京都板橋区 Ｙ様 

 

●お味噌、おもちなどそれぞれお正月によばれさせて頂きます。 京都府福知山市 Ａ様 

 

●いつもお心遣いを頂き恐縮に存じます。よく味わいながら頂戴致

します。                 千葉県佐倉市 Ｋ様 

 

●嬉しくいただきました。例年の贈物楽しみに致しております。綾

部の冬、お正月を思い出しながら。     千葉県松戸市 Ｋ様 

 

●今度は大変に結構なふるさとの品々をお送り頂き、お米につぎ大変に感謝致しておりま

す。                              大阪府堺市 Ｓ様 

 

●お米も美味しく頂きました。ＤＶＤもなつかしく、いろいろな行事もされ、感無量で楽

しませて頂きました。                     京都市山科区 Ｏ様 

 

●第 2回のふるさと産品、素敵な品々で最高のクリスマスプレゼントになりました。  

京都市上京区 Ｎ様 

 

 



●年の瀬のご多忙の中、綾部の土地の香りがするなつかしい品々お届け戴き、大切にごち

そうに成ろうと思います。                   大阪府大阪市 Ｓ様 

 

●今回も綾部市のおいしいものをたくさん送っていただき、ありがとう

ございました。                大阪府豊中市 Ｎ様 

 

●甘味、酸味、塩味の産品とバラエティーに富んだ品々、楽しみに賞味

させて頂きます。               兵庫県神戸市 Ｆ様 

 

●貴重な品物をお送り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 

 

●綾部市、山崎市長のユニークかつ堅実な取り組みを応援しています。 

千葉県千葉市 Ｆ様 

 

●いつも綾部のおいしい物を送っていただいてありがとうございます。 

京都府舞鶴市 Ｏ様 

 

●バラエティに富む品々が詰められていてひとつづつ見ているだけでも楽しくなってきま

す。感謝しています。                     埼玉県上尾市 Ｕ様 

 

●こちらは海が間近なので、山の味を堪能させていただきました。 兵庫県赤穂市 Ｍ様 

 

●いつもお世話になり有難うございます。綾部特別市民の封筒が届くたび、懐かしく拝見

しています。                         京都市伏見区 Ｓ様 

 

●家族でおいしく頂いております。良い品をありがとうございました。 

滋賀県栗東市 Ｆ様 

 

●初回のお米、先日送っていただいた詰め合わせは皆美味しく、珍しい

品々を嬉しく頂いています。次回も楽しみに待っています。             

東京都步蔵野市 Ｔ様 

 

●いつもお心こもったふるさと産品、とても美味しくご馳走になってい

ます。                   東京都八王子市 Ｋ様 

 

●いつも趣向を凝らされた広報紙を家族みんなで楽しく拝読しております。       

岐阜県各務原市 Ｋ様 

 

●いつも美味しいふるさと産品をお送り下さいまして誠にありがとうございます。   

神奈川県横浜市 Ｆ様 

 

●第２回ふるさと産品のご発送、ありがとうございました。    大阪府池田市 Ｓ様 

 



●素朴な味わいに、綾部らしさを感じながら頂きました。     大阪府茨木市 Ｎ様 

 

●第二回産品のとち餅、待ってました。ありがとうございました。

埼玉県三郷市 Ｓ様 

 

●今回も多彩な品詰めで、どれからいただこうかと、迷うほどです。 

京都市西京区 Ｙ様 

 

●いつも有り難うございます。       千葉県横浜市 Ｏ様 

 

●ふるさと産品、いつもありがとうございます。        神奈川県横浜市 Ｋ様 

 

●ふるさと綾部の名産をいつも楽しみにしております。     神奈川県鎌倉市 Ｙ様 

 

●いつも結構な贈り物をいただきありがとうございます。    京都府長岡京市 Ｔ様 

 

●いつも美味しい特産品をお送り頂きありがとうございます。  京都府長岡京市 Ｎ様 

 

●いつも、ふるさと産品を送って頂くのを楽しみにしております。 兵庫県神戸市 Ａ様 

 

●いつもおいしいふるさと産品ありがとうございます。      大阪府高槻市 Ｈ様 

 

●いつも貴重なものお送り下さり感謝しています。        京都市山科区 Ｓ様 

 

●ふるさと産品ありがとうございました。            兵庫県西宮市 Ｓ様 

 

●いつもふるさと産品楽しみにしています。           東京都杉並区 Ｍ様 

 

●いつもお世話に預かり、ありがとうございます。        兵庫県西宮市 Ｏ様 

 

●楽しみながら少しづつ頂きたいと思います。          京都市左京区 Ｍ様 

 

●楽しみながらいただきます。                 京都府亀岡市 Ｎ様 

 

●毎月楽しく拝見しております。               京都府福知山市 Ｔ様 

 

●美味しくいただいています。                京都府福知山市 Ｃ様 

 

 


