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１月に天候不良で延期していたパークゴルフを
３月にスライドして行いました。３月になったば
かりだというのに気温25℃という非常に暑く、日
差しの強い中での開催になりました。場所は熊本
市北区釜尾町にある「扇田ふれあい広場パークゴ
ルフ場」。平成25年9月に営業を開始したと言うだ
けあり、手入れの行き届いた大変きれいなゴルフ
場でした。
まず、到着してすぐ施設長に練習場所に案内さ
れ、数名ずつ練習しました。が、初めての人がほ
とんどで、ＯＢだらけ！18ホール何時間かかるの
か、他のお客さんに迷惑がかからないのだろうか
等など、不安だらけで1番ホールへ。最初は戸惑う
利用者ばかりでしたが、２，３ホールに進むにつ
れて慣れてきたのか順番を追い越して打つ人やい
くつ打ったか覚えてないほど大叩きする人があち
らこちらで目撃されてました。中盤ホール以降は、
ルールそっちのけで楽しんでいる人もいましたが、
あわやホールインワンという上達の早い人もいて
疲れよりも楽しいほうが大きかったのではないで
しょうか。２時間では18ホール回ることは難しく、
13ホール程度で終了しました。昼食は園に帰って
食べる予定でしたが、あまりの天気の良さにゴル
フ場内の芝生で食べることに急遽変更。外で食べ
る弁当は、室内よりプラスアルファ美味しさが増
した感じがしました。

戯 れ 言 を徒 然

坂本が

と

六十年ひとむか し、いやまだまだ

昨 日、米 村主任の 慰労会 （実は再雇
用でま だ勤めま す）を 行いま した。友
愛会 銀杏寮も とりあ えず定年 の方が一
人 いらっし ゃった ので大所 帯でした。
さて、うちの法人は還暦（かんれき）
が定年 の年と なります 。還暦 という言
葉は 、こよ みをひと まわり すると言う
意 味にな ります。 良く干 支（えと）は
１２年 で一回り と思わ れてますが 、正
確に は６０年 です。 甲・乙・ 丙・丁・
戊・ 己・庚 ・辛・ 壬・癸の １０種類か
ら なり、 十二支 は子・丑 ・寅・卯・辰
・巳・ 午・未 ・申・酉 ・戌・ 亥の１２
種類 からなっ ており 、これ らを合わせ
て 干支と呼 びます 。なぜ 、１０ ×
１２
で１２０ 年じゃ ないかと いう疑問が あ
ると思 います が、説明 すると この枠で
は足 りなく なるので …。ち なみに、今
年 の干支 は丙申（ ひのえ さる）の組み
合わせ です。こ の干支 、以外と 気づか
ない ところで 使われ ていてた とえば、
先 日まで熱 戦を繰 り返して いた阪神甲
子園球場 。この 名前は、 甲子（きのえ
ね）の 年だっ た１９２ ４年に 建てられ
たので、甲子の文字が使われています。
ま た、私 （乙巳、 きのと み）と同年代
の丙午（ ひのえ うま） の女性は、 気性
が激し く夫の 命を縮 めるとの 迷信が信
じら れてい たためで 、他の 学年に比べ
極 端に１ 年下が少 なかっ た記憶があり
ます。
日本 で還暦の 祝いと いうと、 赤色の
衣 服などを 贈る習 慣があり ますが、か
つて魔除 けの意 味で新生 児に赤色の産
着 を 着 せ て い た こ と か ら 、「 生 ま れ た
時に 帰る」 という意 味でこ の慣習が残
っ ている ようです 。遅ま きながら、私
も還暦 の方に何 か赤い ものでも送 りま
しょ うか…。 ちなみ に１２０ 歳では大
還暦 と呼ぶ そうで す。おそ らく迎える
でしょう、この話の主役は…。
。
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今年度もいよいよ終わりますね、出会いと別れの
季節です。
「三日見ぬ間の桜」ということわざがあります。
世間の移り変わりの早さを、桜の花はあっという間
に散ってしまうことに掛けた言葉ですが、本当に一
年過ぎるのは早いものです。
さて、見頃が短い桜ですが、今年は気温の影響で少
し長く楽しめるようですね。そ
こで県内のお花見スポットをい
くつかご紹介したいと思います。

＊菊池公園
約3000本の桜で覆われる桜の名所。一本の木から
一重と二重咲きの花を咲かせる珍しい墨染桜もあ
る。近隣には菊池温泉や菊池神社、物産館もあり、
レジャースポットとなっている。

＊一心行の大桜
南阿蘇村にある一本桜。
樹齢約400年といわれて
いる。

＊市房ダム湖

＊熊本城

球磨川に造られたダムで、一万本桜と呼ばれる桜
の名所。夜間ライトアップあり。期間中は湯山温泉
桜まつりなどのイベントも行われる。
まだまだあるのですがこの辺で。新年度もよろし
くお願いします。
米村主任の退職、再雇用により次のように職員体制を
変更します。よろしくお願いします。また、土曜日の開
所を毎月２回行います。ご協力よろしくお願いします。
《職員体制》
主任（前副主任） 水野克幸
生活介護生活支援員（元就労Ｂ生活支援員） 笹原美香
就労Ｂ生活支援員（元就労Ｂ作業支援員） 杉本健一郎
就労Ｂ生活支援員（元生活介護生活支援員） 米村映子
《土曜日開所》
毎月第２土曜日 行事を行います。行き先により週を変
更する場合があります。
毎週第４土曜日 作業を行います。祝日、行事日程変更
等の場合は日程を配慮します。
熊本城を擁する熊本城公園で
は、約800本の桜が観賞できる。
桜の季節は夜間開園もありライ
トアップされた夜桜も楽しめる。

ごあいさつ

友愛育成園勤務二十四年、
この度三月三十一日をもって
退職となりました。長い方と
はそれ以上の関わりをさせて
頂きました。長く勤めること
ができたのは皆様のおかげと
感謝しております。ありがと
うございました。
四月一日より再雇用してい
ただき、これからは「柔らか
な支援を～」と頑張ります。
米 村 映子

職員一行月記
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ドライブ日和到来！【知恵蔵】
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☆三協スプリングさん 個数が多く大変でしたが、地道に一生懸命頑張
りました。
☆ミネロン社さん 様々な素材を受注しています。素材毎に工程の確認
とＮＧに注意して作業を進めています。
☆釜屋社さん 清掃を小まめにし、ゴマの混入に注意しながら作業を頑
張りました。
☆インターナショナル・ケミカル社さん 長い素材が多かったですが、
ＮＧに気を付けて頑張りました。
☆香梅社さん 箱、姫ナイフのＮＧを極力減らせるように班全員で協力
して作業を頑張りました。
☆自主製品 慶誠高校バスケ部様、熊本バレーボールクラブ様、河江小
学校バスケ部様より受注頂きました。
☆生活介護 急ぎの作業が入り、それぞれ協力しながら仕上げています。
創作活動は自分で考え進めています。

鼻水が出て花粉症と思ったら

!

風邪でした。 【ちーちゃん】

!

春ですね♪

【ぱんだ】 ぎょうじなど

暖かいので心が和やかになり

!

ます。

４月の予定です!!
9日 ボウリング大会
23日 作業日

【Ｋ】 はんばいかい 24日

ラウンドワン

熊本県障害者スポーツ大会販売会
うまかなよかなスタジアム

和菓子と緑茶。
【マグちゃん】 じっしゅうせい 特にありません

