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戯 れ 言 を徒 然

坂本が

と

「秋 の夜長 」と申し ますが 、最近夜
更か し癖が… 。だら だらとテ レビジョ
ンを鑑 賞して おりま す（本さ え読む力
の無い人なので ）
。
さて、 うちの利 用者に はなかなか難
しいか もしれま せんが 、学生時代 は良
く徹夜な るもの をやって おりました 。
４ 人でこ たつに 座り四角 いブロックで
遊 ぶゲー ムなども 徹夜し ましたが、一
番 多かった のはア ルバイ トです。数多
くのアルバイトをこなしてきました
が、 その中 でも一番 稼いだ 頃のお話。
当時 はイン ターネッ トやメ ールなど
無か った時代 、宣伝 と言えば テレビＣ
Ｍか新 聞折り 込み。そ の折り 込みを印
刷する 会社に アルバイ トに行 っていま
した。 夜８時か ら朝８ 時の完徹 です。
印刷はオ フセッ ト輪転 機という機 械で
やってい たので すが、と にかくこいつ
が すごい 。１分間 に両面 印刷の広告を
数 百枚印 刷する優 れもの 。それを１０
０ ～５００ 枚単位 で梱包す るのが主な
仕事でした。皆さんもご存じのように、
紙と いうの は同じ厚 さでは 無い。うす
い紙 だと５０ ０枚そ ろえる のもなんて
こと はないの ですが 、高級品 のチラシ
になる と厚い に加えて 光沢紙 で滑ると
いう難 点が。機 械は２ ４時間 フル稼働
で、で かい店舗 のもの となると 、４～
５時間動 きっぱ なしでひ たすらそろ え
て 梱包。 そんな なか、一 番の期待は現
場 の班長 が押す緊 急停止 ボタン。紙の
破 れ、誤植 、版ず れなど が起きると赤
い そのボタ ンは押 されます 。その突発
的な 休憩は 天国でし た。今 思えば、休
憩して金もらって虫のいい話です。
こん な生活、 今やれ と言われ てもお
そらく 無理。 さすが に当時で も３日続
くと限 界…… でした。 学生な ので学校
も行ってましたので、一応。

隣はバイトする人ぞ

9月12日に友愛育成園園内で創作活動
「小物入れ作りとモール人形作り」を
しました。
小物入れ作りでは、折り紙やスパン
コール、シール、モールを使用し大小
様々な箱に貼り付けて作成していきま
した。他の人のアイデアをそのまま「盗
作」する人、独創的な箱に仕上げる芸
術家もいることがわかりました。絵を
描くことは鉛筆と紙さえあればできま
すが、材料を使用して物を作り上げる
ことは難しいことだと感じました。モ
ール人形作りでは、作成ビデオでは簡
単そうに可愛い人形が次々に出来上が
っていたのですが、いざ作ろうとして
も何かが違う！と思いに反して痩せっ
ぽちなウサギや馬が出来上がり大失敗。
やはり安いモールでは毛が薄くてフワ
フワの人形はできませんでした。そこ
で急遽、レンガタイルがあり余ったシ
ールやスパンコールを貼り付ける作品
作りに取り掛かりました。モールで失
敗した気分を取り返す事ができず、低
～いテンションで終了となりました。
次回の創作活動では必ずリベンジを
という気分でした。
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に行って
きました
先月(8月)中旬、新聞の折り込みにバスツアー
で大宰府天満宮参詣を兼ねた案内があり、懐か
しく過去を振り返ると「学間の神様」で有名だ
から、「願いをかなえてくださる!!」という切な
い神頼みで、看護師国家資格受験・子供2人の高
校受験の合格祈願に正月早々寒い中を家族で行
ったことが思い出され、もう一度行ってみたい、
御祭神、菅原道真公について知りたいという気
持ちになり、今回行ってきました。
大宰府天満宮は、菅原道真公の墓所の上に社
殿を造営して、その神霊を奉祀する神社で、学
問の神・誠心の神として、世の崇敬を集めてお
り、神社の格も高く、天神信仰の聖地として、
年間650万人余りの参拝があり、日本全国より尊
崇をあつめています。境内には、本殿を始め、
本殿前には、飛梅、楼門、絵馬堂、朱色の太鼓
橋、大樟・夫婦樟等があり、本殿横や裏に回れ
ば、筆塚、包丁塚、菖蒲池、曲水の庭などがあ
ります。御祭神の菅原道真公は、京都にて御生
誕(845年)。幼少の頃より学問を好み詩歌にもす
ぐれ、5歳で和歌を読み、11歳で詩を作り33歳で
文章博士となられ、42歳で地方官生活を送られ、
名国司として領民に慕われだそうです。
帰京後は、天皇の信頼もあり、55歳で右大臣
にまで昇進。57歳の正月七日、従二位を授かる

も、左大臣の陰謀で、同月25日に、大宰府に左遷
させられたのです。京都出発の際、庭の梅に別れ
を惜しまれた句(歌)が「東風吹かば 匂ひおこせ
よ梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」と詠ま
れ、その梅が菅原公を慕って飛来したのが本殿前
の「飛梅」であると伝えられています。大宰府で
の菅原公は政務の実権はなく大宰府配所(榎杜)を
一歩も門外に出られず、ひたすらに謹慎生活を送
られたとのこと。私だったら精神を病んでしまい
「恍惚の人」になっていたかも。
しかし、そのような苦しい配所での生活におい
ても天を恨まず、人を恨まず国家の繁栄と皇室の
安泰を祈る日々。いつの日か無実の罪が晴れるこ
とを願いつつも、903年再ぴ京都の地を踏むこと
なく、59歳で亡くなられ、没後20年、時の醍醐天
皇は大いに生前の忠誠を認め、もとの官職に戻さ
れ、業績を高く評価され、その後の天皇より、左
大臣→太政大臣→天満大自在天神(天神様)と崇め
られました。
菅原公の人生を知ること
により、いつの時代も、ねた
み、しっと、裏切り、陰謀
など変わらない世の中
ですが、菅原公の
ように、前向きに生きて
いこうと思っています。

職員一行月記

「私事で恐縮です」
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☆三協スプリングさん 素材が小さく地道な作業が多かったですが、コ
ツコツと頑張りました。
フルーツ狩りに行きたいな♪ ☆ミネロン社さん PS211を受注しております。混入物と作業環境に十分
配慮して作業を進めています。
【ぱんだ】
☆釜屋社さん 他班との人員を調整して作業を頑張りました。
スポーツの秋!!!
【Ｋ】 ☆インターナショナル・ケミカル社さん 素材のサイズが大きく苦労し
ている方もいましたが、丁寧に頑張りました。
温泉行きたい。
【マグちゃん】 ☆香梅社さん 箱のＮＧを減少出来るように丁寧に作業行いました。
☆ヨシダ精工さん 長年お取り引きさせていただいてまいりましたが、9
月3日をもちまして、誠に不本意ながら作業を停止させて頂きました。
最近、すっかり秋の風になり
貴社のさらなるご発展をご祈念申し上げます。
ました。
【知恵蔵】
☆自主製品 レタドール熊本様、矢部高校サッカー部様、下益城城南中
野球部様、帝京平成大学女子サッカー部様、北海道旭川市立永山中学
なんやかんやと忙しい!!!
校吹奏楽部様よりご注文を頂きました。
【チキン】
☆生活介護 調理実習にお月見団子をと計画しました。フルーツキャッ
プは一日5袋を目標にしています。
ここからが勝負。 【水野v】
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１０月の予定です!!

朝の空気が美味しい!!

!

【うりぼー】
健康診断の前準備が必要で
す。

【＊】

ぎょうじなど

17日 熊本市障がい者大運動会
24日 作業日です。

＊パークドーム

はんばいかい 23日 特にありません

!

じっしゅうせい 9月28～12日 菊池支援学校 ２名
健康こそ、人生の宝物です。
【ちーちゃん】

6～17日
7～20日

熊大特別支援学校 １名
熊本支援学校 １名

