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見学ありがとうございました。
23日の施設開放 では、利用者さんのためにご来
園頂きありがとうございました。 普段通り の方、
妙に張り切っている 方と様子は様々でしたが、い

戯 れ 言 を徒 然

坂本が

と

い きなり 冬になっ たよう で、皆さん
体調管理には気をつけましょう。
さて 、この時期になると 無性に懐か
し く な る の が 「 こ っ ぱ も ち 」。 ご 存 じ
の方も多 いとは 思います が、改めて 。
まず、 これが 餅である ことは、その
名の とおり でありま す。が 、それでは
「 こっぱ 」とは？ 漢字で 書くと「木っ
端」となり 、字のとおり木のはじっこ、
切れ はしとい う意味 がありま す。見た
目か どうか 解りま せんが、 天草でこっ
ぱ といえ ば生の サツマイ モを輪切りに
して、 わらに 通してゆ でてか らからに
なる まで干し たもの です。 おそらくそ
の 干した後 が、木 の切れ はしに似てい
るのでその名がついたのかと。
ネット では、 様々な作 り方が紹介 さ
れて います が、正当 な、い や我が家で
の 作り方 はこんな 感じで した。蒸し器
に餅米 を入れま す。そ の上に水 で戻し
たこ っぱを乗 せます 。餅米と こっぱを
一 緒に蒸し ます。 蒸し上が りを臼にい
れ、餅と こっぱ が混ざる ようにこね、
黒砂糖 を加え てつきあ げます 。つきあ
がり を適度 な大きさ に分け きな粉をま
ぶ し成形 します。 この成 形が、かまぼ
こ形と言 われて います が、私には どう
みても 「なま こ」に しか見え なかった
幼少 期を思 い出しま す。ま た、どうし
て だかこ っぱの色 が餅米 の白を完全に
塗りか え、深ー い緑色 になる のもなま
こ を 想 像 さ せ ま す 。（ こ ん な 話 じ ゃ 食
欲失せますね）
近年、観 光施設 ではよく 売られてい
るのを 見かけ ます。テ レビで 紹介され
たり 、ネッ ト通販で も買う ことができ
る ように なりまし た。し かし、残念な
がら私 は買いま せん。 こっぱもち はそ
れぞ れの家庭 の味で あり、わ ざわざ金
を出 して買 う気に はならな いのが本音
です。

「こっぱ」
って木じゃ？

つもの作業や生活の様子を見て頂くことができたと
思います。
一人一人のいろいろな希望に添えるよう職員一同
努力しますので、今後ともよろしくお願いします。

今回の調理実習は、基本に戻りカレー作り
をしました。
自宅では、ほとんどの人が調理をしないと思
いますが、簡単なカレーくらいはできた方が
今後の為にもなるのではないでしょうか。
道具や材料を分け合い調理スタート。野菜
を洗う事から始め、皮むき、包丁で切るなど
下準備をしましたが、これまでのいろいろな
メニューがゴチャゴチャになり切り方は班に
よってバラバラ。みじん切りや短冊切り、こ
れは肉じゃが？と思えるような大きな具材が
ある不思議な光景でした。完成すればそれな
りのカレーが出来上がり、煮込むことはでき
ませんでしたが美味しくて１班６名で５合の
ご飯がすべて無くなるほどの食べっぷりでし
た。
続いて、デザートの白玉ぜんざい作り。冷
凍白玉をお湯で戻した後、冷水に浸す工程を
説明しておらず班毎に違った工程で作りまし
たが、劇的に味に違いは無く強いて挙げれば
あんこの量が多すぎて「激甘ぜんざい」が出
来上がったところでしょう。甘すぎて残って
ました・・・。
数十年前と比べ 、最近は男子ご飯など男
性がする料理が話題となっていますが、男性
利用者にも日頃のご飯の準備や調理の難しさ
などを知ってもらう為にたまには家庭でも厨
房に入ることを薦めます。

とは、
に
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プロフィール
所属 「長良」プロダクション
誕生日 ９月６日
血液型 Ａ型
出身地 福岡
趣味
音楽鑑賞､観葉植物、詞、絵画、ゲ
ーム、散歩、水泳、ファッション、
映画鑑賞、ジョギング、書道
経歴
○2000年2月「箱根八里の半次郎」
で日本コロンビアからデビュー
○第57回日本レコード大賞
○第51回ＮＨＫ紅白歌合戦初出場､
以来15回出場です。今年も出場し
ます。皆さん応援してくださいね。

右のパンフレットのとおり、
さくらカードの利用が終了し
ま す 。続 け て 利 用 さ れ る 方 は 、
「おでかけＩＣ」が必要にな
りますので、パンフレットが
必要な方はお申し出ください。

月１回カラオ
ケに行っていま
す。カラオケで
は、もちろんき
よし君の歌を歌
います。カラオ
ケでもコンサー
トの映像を見て
きよし君と歌う
のが楽しみです。とっても嬉しい気持ちに
なります。
今年もコンサートに行きました。５月に
熊本１１月に福岡でコンサートがありまし
た。熊本では、１階の１列の２４番でした。
とってもいい席でした。コンサートが始ま
るとドライアイスで、舞台が雲海のように
なりとてもきれいでした。何度行ってもコ
ンサートは、感動します。
きよし君をもっと知って欲しいので、紹
介します。
＜さくらカードご利用の皆様へ！！＞

平成２８年

年末テレビ出演予定
12月 3日「第48回日本作詞大賞」
12月14日「第48回日本有線放送大賞」19:00
から終了時間未発表
12月30日「第57回日本レコード大賞」放送
時間未発表
12月31日「第66回ＮＨＫ紅白歌合戦」19:00
から23:45

月より

おでかけ乗車券・おでかけパス券に代わり、

きよし君からメールが届きました。

の
使用が始まります！！

バス、電車、市電で、乗降時にカード読取り機に
タッチして運賃を支払う記名式のカードです！
今まで通り、乗務員（運転士）へ「さくらカード」の提示は必要です。

自己負担の割合は、障がい者用は通常運賃の 1 割、高齢者用は通常運賃の 2 割です
※おでかけパス券をご利用の方については、年間 2,000 円のご負担から 1 割負担に変わります。

また、ＩＣカード交付時に５００円の手数料が必要です。

申請受付・交付します！

寒くなりましたが､皆様、お元気でお過ごしですか。お
かげをもちましてＮＨＫ紅白歌合戦と日本有線放送
大賞､日本レコード大賞への出演が決定しました！
今年も皆様に支えていただきこのような素晴らしい年
末を迎えることができました！皆様、本当にありがとうご
ざいます。！感謝の気持ちでいっぱいです。本番は、皆
様への感謝の気持ちを歌でお届けできるよう精一杯、
歌いますので、皆さん、応援をどうぞよろしくお願いいたし
ます。
氷川きよし

職員一行月記

「私事で恐縮です」
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☆インターナショナル・ケミカル社さん 減産期になりましたが、協力
して頑張っています。
リフォームしたいのですが・
・・
【＊】 ☆香梅社さん 今月から受注した陣太鼓用の姫ナイフを始め、丁寧な作
業を心掛けて頑張りました。
玉ねぎで包んだハンバーグを
☆三協スプリングさん 量産品が多かったですが、地道に頑張りました。
逆ハンバーグと言います。
【ちーちゃん】 ☆ミネロン社さん PS211を受注しています。素材のＮＧが多い為、十分
配慮して作業を進めています。
寒いのは苦手です。
【ぱんだ】 ☆釜屋社さん ＮＧの減少を目指し、細心の注意を払いながら作業を頑
張りました。
食欲の秋になってます…。
【Ｋ】 ☆自主製品 東海大学付属熊本星翔高校バスケ部、西原小野球部の制作
をしています。
家族の体調不良が終わらな
☆生活介護 クリスマス準備をしています。作業はＤＭ封入とフルーツ
い。
【マグちゃん】
キャップを行っています。
もうすぐクリスマスだなあ。
【知恵蔵】
１2月の予定です!!
文具に興味有り!!!【チキン】

!

早く年が明けて欲しい。
【水野v】

ぎょうじなど

11～12日 一泊旅行 ＊人吉方面
26日 作業日
28日 おつかれさま会「創作活動＆ビデオ鑑賞会」＊園内

初ジャパネット!!
【うりぼー】 はんばいかい じっしゅうせい 特にありません

