人がたくさんいました。その日の自分が何を選
択したのか気分で選択したのかな？カラオケボ
ックスのメニューは基本的に「チン！」だと思
ってましたが、ここは結構なボリュームで美味
しく食べられるところでした。食事の後は、満
腹で眠気があるかと思いきや、益々ヒートアッ
プし終了時間になっても終わることは無く走っ
て店を出るという結末でした。
恒例のカラオケにコロッケ倶楽部上熊本店
へ行きました。利用者21名、職員5名を5班に
分け約3時間歌い続けました。慣れた手つきで
機械を操作し、好きな曲を次々と我先に入れ、
他人の歌には聞く耳持たぬ！といった感じで
時間が過ぎていきました。途中で昼食が運び
込まれ、事前に10種類の中から好きなメニュ
ーを選択してもらってましたが、覚えてない
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戯 れ 言 を徒 然

坂本が

水を踏 ふ( む)２

と

前号で 紹介し た小堀流 踏水術「夏 」
の 報告です 。遠泳 は都合で 不参加。先
師祭で は、上の 子が水 書を披露。 そし
て、 下の子 と行って きまし た、第６０
回 全国日 本泳法大 会。ジ ュニア部門と
資格審 査を観 覧してき たので すが、小
堀 流は普段 見てい るので少 しは解りま
す。だ が、ほか の１２ 流派は上手 も下
手も ずぶの 素人では 解らず じまい。中
に は、こ の游ぎは いつ使 うのだろうと
思う泳 ぎ方も …。とい うこと で、今回
は小堀流をもう少し詳しく。
さて、 日本泳法 は、日 本古来の泳ぎ
方の ことで ある。こ れらは 明治以降の
名称であり、通常は「水術」
「水練」
「踏
水術 」
「游泳 術 」「泅水術」等が本来の
名 称である 、とウ ィキペデ ィアにあり
ま す 。 出 て き ま し た 「 踏 水 術 」。 こ れ
です 小堀流 は！始ま りは前 号で紹介し
ま したが 、では どこでや っていたかと
調べる と、白 川天神淵 の名前 が。ちょ
う ど小碩橋 と竜神 橋の中間 ほどの大き
く蛇行 するとこ ろでし た。その 他にも
十数 カ所練 習場があ ったよ うですが、
今 となっ てはは っきり解 らないとのこ
と。も のの話 によれ ば、細川 家の参勤
交 代の行列 は、少 々水かさ の増した川
でも小 堀流の「 足撃」 を身につ けてい
たた め隊列 を乱さず 進めた という話も
… 。脈々 と受け 継がれて きた小堀流踏
水術で すが、 明治期 以降には 京都、長
崎 、学習院 へとそ の伝承範 囲を広げま
す。学 習院です ので昭 和天皇も お上手
だったとのこと。
少 々寂し い話で すが、こ れだけ広が
った小 堀流、 残念な ことに大 会に行く
と 熊本の選 手が少 ない。 これから少し
でも興 味を持っ て、本 家本元を 盛り上
げて くれる 人が出て くるこ とを願うば
かりです。
※先月 号 【 正】日 本泳法１３ 流派
【誤】１２流派
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偉人というとなかなか聞かない
壷川校区ですが、いらっしゃいま
した『堅山南風』画伯(明治20年～
昭和55年)。壷川小の卒業生です。
日本画の大家として日本画壇に
その名を残されています。下の２
作は、画伯が後進のためと壷川小
に寄贈されたものです。

驚いたのは、熊大付
属小の場所に、明治25
年まで本丁小学校とい
う学校があり、25年か
ら26年まで壷川小の分
教場であったこと。そ
の後、付属小として設
立されたという史実が
解りました。

職員一行月記

!

「私事で恐縮です」

!

夏バテせずに暑い夏を乗り切
れそうです。
【Ｋ】

!

庭がジャングルになってい
る。
【マグちゃん】

!

最近、犬の糞害に困ってま
す！
【知恵蔵】

!

『口コミ』
『限定！』に弱い！
【チキン】

!

自宅の大掃除がしたい。
【水野v】

９月の予定です!!

!

電化製品が次々壊れていく。。
【うりぼー】

☆三協スプリングさん 加工時に汗でシャツがビッショリ濡れ何枚も着
替える位、大変でしたが頑張りました。
☆ミネロン社さん PS211を受注しております。素材のＮＧに注意し丁寧
な作業を進めています。
☆釜屋社さん 短期納品を目指し、協力して作業を頑張りました。
☆インターナショナル・ケミカル社さん 順調なペースで作業していま
す。売上が伸びるように頑張っています。
☆香梅社さん 繁忙期の為、箱の作り置きをして班全員で頑張りました。
☆ヨシダ精工さん TSP-22を受注しております。釘とシーラーのＮＧと
打ち込み過ぎに注意して作業を進めています。
☆自主製品 楠中吹奏楽部様、帝京平成大学女子サッカー部様より追加
ご注文を頂きました。
☆生活介護 機能訓練で時々ウォーキングをしています。作業は封入と
フルーツキャップです。

セスキ炭酸ソーダってすご
い！
【＊】

!

ぎょうじなど

!

えごま油は認知症に良いです
よ。
【ちーちゃん】
果物が美味しい季節ですね♪
【ぱんだ】

12日 創作活動 ＊園内
26日 作業日です。

はんばいかい 23日 特にありません
じっしゅうせい 8～10日 井芹中ナイストライ １名

