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最後のコロッケ倶楽部

戯 れ 言 を徒 然

と

新年、 あけまし ておめ でとうござい
ます。
唐突で すが、 天草の国 道３２４号線
（ 上島有 明側）を 通った ことのある方
はご 存じかと 思いま すが、こ のあたり
は タコが 有名で す。風に 吹かれてゆら
ゆら 揺れるタ コの干 し物を 見たり買っ
たりした方も多いはず。
さて 、タコ といえば 日本一 有名なの
が明石 のタコ。 明石焼 きやたこ 焼きの
最 高の具と して重 宝されて ます。です
が、皆 さんご 存じだっ たでし ょうか？
こ の明石 のタコ、 元をた どれば天草の
タコな んです 。話は ５０年以 上さかの
ぼ り昭和 ３８年。 冬の平 均海水温が７
～８ ℃だった のが、 ５℃以下 という海
水の異常 低温に より明石 海峡のタコが
全滅 の危機 。その危 機を救 ったのが天
草有明 のタコ。 活魚運 搬船で１０ トン
のタ コを９ 回に分 けて運び 明石海峡に
放流し たという ことな ので、 いったい
何 匹移住し て関西 タコに なったのか見
当もつ きませ ん。結果 、ここ まで有名
な 明石の タコは全 滅の危 機を回避した
の で し た 。 つ ま り 、「 明 石 の タ コ 」 は
正式には 「明石 で育った 天草有明のタ
コの子孫」となるわけです。
悪口とし て使わ れたり 、西欧諸国で
はデ ビルフ ィッシュ （悪魔 の魚）と呼
ばれて 忌み嫌わ れるタ コですが 、日本
で は大昔か ら食べ られてい ます。兵庫
県明石 にお出 かけの際 は、是 非タコを
食 してく ださい。 あら？ その味は、天
草市有 明で食 べるこ とができ ました！
追 記 我 が母校 （河浦 ）が、第 ２８
回 全国 高等 学校軟 式野球大 会で優 勝
を遂 げた のが、 明石市 の明石 公園第
一 球 場 （ 現 ： 明 石 ト ー カ ロ 球 場 ）。
なにか、縁を感じます。

正月だからタコの話でも

坂本が

一月の行事予定はパ
ークゴルフでしたが、
日本を数十年に一度と
いう大寒波が襲いあえ
なく断念した次第です。
しかし、パークゴルフ
を中止にして正解でした。この日の最高気温が2℃ き流すカラオケになってました。
くらいまでしか上がらず、風も強く週明けの作業
５班に分かれそれぞれの班でののど自慢。隣の
には風邪で欠席者が数名発生するところでした。 歌声が聞こえるほど熱唱した人や振り付きで一生
それともう一つ、３月にカラオケを計画してまし 懸命歌う人で大盛り上がりしました。皆さん自分
たが、今回利用したカラオケ店が2月末日で閉店と の得意な歌を１０曲以上持っているらしく、人に
のこと。ここ数年、コロッケ倶楽部上熊本店ばか よっては１５曲歌った人もいました。数年前まで
りの利用でお得意様扱いでしたが閉店となると淋 は、２時間では足りないくらいでしたが、前回か
しいものです。
ら３時間の歌い放題で終わる頃にはストレス発散
さて、本題に入りまして、毎年二～三回開催し どころか疲労困憊で、園に帰る車の中では言葉少
ますカラオケ。先日の旅行の時にも我先に歌う人 なくおとなしいものでした。カラオケ１曲あたり
が多く大人気の行事です。毎回ですが人の歌は聞 １０キロカロリー程消費しますので、１５曲歌え
かない皆さんで、事前にちゃんと歌を聞いて、手 ば軽めのウォーキングぐらいにはなるでしょうね。
拍子や歌い終わったら拍手をするように説明して
今回中止となりましたパークゴルフは、３月に
ましたが、自分の曲探しに没頭して他人の歌は聞 予定してます。
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を頂き ま した

日本財団様より自動販
売機設置の感謝状を頂きました。

売 り上げ へのご 協力 、
あり がとう ござい まし た

東矢 邦保
坂 本 政治

皆様には、毎年うどん・
チャンポンの購入協力を頂
きありがとうございました。
次回もさらなるご協力を頂
き、工賃アップに努めます
ので、よろしくお願いしま
す。
「ゆうあい」の文中ながら、
先ずはお礼申し上げます。

後援会会長
園
長

2月3日は節分です。節分といえば、毎年決まった
方角を向いて恵方巻きを食べる風習があります。しか
し、この方角は毎年異なるのでややこしいですよね。
2016年（平成28年）今年の恵方巻きの方角は、『南
南東』です。簡単に「正しい恵方巻きの食べ方」を
お話します。
恵方巻きを食べるポイントは以下の3つ
です。
・切らずに食べる
・恵方の方角を向いて食べる
・黙って願い事を思い浮かべなが
ら食べる
○切らずに食べる理由
恵方巻きは食べやすいように切って食べたいところ
ですが、そうではなく、切らずに1本をそのまま食べま
しょう。これには「縁を切らない」というような意味が
あるようです。
○恵方の方角を向いて食べる理由
恵方巻きは、恵方の方角を向いて食べるようにしま
しょう。恵方というのは、 その年の幸せをつかさどる
『歳徳神（としとくじん）
』がいるとされており、 縁起
が良い方角です。
○黙って願い事を思い浮かべながら食べる理由
恵方巻きを全部食べ終えるまでに言葉を発してしま
うと、運が逃げてしまいます。黙って願い事を頭に思
い浮かべながら食べることで願いが叶うと言われてい
るのです。
みなさんも今年の節分には、是非、恵方巻きを食
べましょう。

職員一行月記

!

「私事で恐縮です」

!

気合が足りない１ヶ月でし
た。
【水野v】

!

こたつは良いが腰痛悪化・・
【うりぼー】

!

プライベートが忙しい。
【＊】

!

カラオケ大好き（きよし♡）
【ちーちゃん】

!

かまくらに入ってみたい。
【ぱんだ】

２月の予定です!!

!

春の訪れが待ち遠しいです。
【Ｋ】

☆ミネロン社さん PS211とMP016PC-2を受注してます。作業前後には掃
除し作業環境に配慮してます。
☆釜屋社さん 短期納期を目指し、丁寧な作業を心掛けて頑張りました。
☆インターナショナル・ケミカル社さん 少人数ながらも協力して納期
内に納入する事が出来ました。
☆香梅社さん 安定して受注頂いています。姫ナイフは、出来るだけ多
く納品出来るように協力して頑張りました。
☆三協スプリングさん 一日4000個以上、他班と両立しながらも最速の
スピードで頑張ってくれました。
☆自主製品 若葉小野球部、湖東中バスケ部、北部東小女子バスケ部、
城北小野球部、菊鹿小サッカー部、城東小バスケ部、宇土東小女子バ
スケ部、中央高校、西里小女子サッカー部、桜木東小サッカー部、日
吉中陸上部より受注頂きました。
☆生活介護 28日にＤＭ封入を7000部受注。個々が選択した余暇活動と
併用して取り組みます。

!

今年こそ本気出す。
【マグちゃん】 ぎょうじなど

13日 調理実習
※２月の作業日はありません

!

今年も元気出していきましょ
う。
【知恵蔵】 はんばいかい 19～21日
初心･･･忘れず

【チキン】 じっしゅうせい 1～5日

障がい者施設等販売会
支援員の実習

＊ゆめタウン光の森

