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戯 れ 言 を徒 然

坂本が

と

この 度の大 震災で被 害を受 けられた
皆様 に、謹ん でおお 見舞いみ 申し上げ
ます。 友愛育 成園を 含め法人 の各施設
は、大 きな損 害もなく 無事運 営できて
いることをご報告申し上げます 。また 、
園に対 して多く のご支 援、励まし の言
葉を頂き誠にありがとうございまし
た。
不 謹慎だ と怒られ そうで すが、こん
な時でも戯れます。
さ て こ の 地 震 、「 未 曾 有 の 大 災 害 」
など と表現 されます がこの 言葉、なか
なか 関連し た言葉も ありま せんよね。
どこ から発生 したの かちょっ と調べて
みました。
だいた い私が 気になる 言葉は仏教用
語にた どり着く のです が…。や っぱり
ピンポン でした 。未曾 有は、サン スク
リット語 で奇跡 を表現す る言葉を漢訳
し た仏教 用語で、 仏の公 徳の尊さや神
秘 のこと を賞賛し た言葉 でした。それ
が 日本に渡 り「未 だ曾て有 らず（いま
だ か つ て あ ら ず ）」 と 訓 読 さ れ た よ う
です 。つまり、日本に渡ってきた頃は、
未曾 有は「奇 跡的に すごく 良いことが
あっ た」のよ うな良 い意味で 使われて
いたよ うです 。それが 鎌倉末 期に良い
ことに も悪いこ とにも 使われ るように
なり、 現在では 余り良 い意味で は使わ
れなくなったようです。
２ ４年の 九州北 部豪雨、 去年の台風
１ ５号、 今年の地 震と熊 本は災害続き
で す。しか し過去 幾度も の災害を乗り
越 えてきた のも事 実。前述 したとおり
未曾 有は、 奇跡の意 味です 。ならば本
来の 言葉の ように今 回も「 未曾有の復
活」を遂げようではありませんか。
「が
まだし もん」 の県、 熊本の力 を合わせ
て。
立ち止まっとらんばい。
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約２年ぶりのボウリングです!ボウリン
グ場が少なくなり今回は初めて「ラウンド
ワンスタジアム熊本店」で開催しました!!
熊本駅方面は滅多に来る事がなく、ラウン
ドワンは１度来たかったと言う会話も聞か
れ、 ゲー ム好 きな方 は目 を奪 われる ので
は、、と心配しましたが意外に目的地のボ
ウリング場へ真っ直ぐ進み、普段の集団行
動の成果が感じとれました。ボウリングが
始まると、もう慣れたものでピンに向かっ
てどんどん投げていました。両手で投げた
り少しステップを踏んで投げたり、様々な
投げ方でストライクを皆さん目指していま
した！！
始めはガーターが多かった方達も、みる
みる真ん中にボウルが集まるようになって
いき、ボールが真っ直ぐ進むように自分で
考えている方も多く発見できました！結果
は様々でしたが、普段行く人も行かない人
も一緒に楽しめたなら幸いです！
先月のパークゴルフに引き続き、身体を
動かした行事でしたがリフレッシュになっ
たでしょうか？
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給食室カウンター支え部分にひび割れ。

東側外壁土台部分、一部損壊。

生活介護室ドア上部にひび。

男子更衣室のドア部分に沿ってひび。

東側階段のひびが広がる。

全体的に園の１階北東部分、２階南西部分に被害が集中しています。２階南西部分の被害状
況の掲載は一部です。現在、落下、剥離等の危険性はないと思われますが、今後の余震により
被害拡大の可能性があるので注意していきます。
職員一行月記

「私事で恐縮です」
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☆香梅社さん 今月地震に遭いましたが、いつでも再開出来るよう作業
いろいろあるけど、支えてく
準備を進めています。
れる周りの方々に改めて感謝 ☆三協スプリングさん 地震がありましたが、作業再開して班一丸とな
です。
【マグちゃん】
り頑張りました。
☆ミネロン社さん
熊本地震に遭いましたが、いつでも作業の再開が出
花粉が終わったと思ったら、
来るよう準備を進めております。
今度は黄砂。
【知恵蔵】
☆釜屋社さん 今月地震に遭いましたが、作業再開出来るよう準備を進
揺れに慣れてきている。
めています。
【チキン】
☆インターナショナル・ケミカル社さん 熊本地震に遭いましたが、作
太った～
【水野v】
業再開し皆で協力して作業を進めました。
地震でも気楽に過ごせる自分 ☆自主製品 松橋中ハンドボール部、熊本中央ソフトボールリーグ様よ
り受注を頂きました。
が怖い。
【うりぼー】
☆生活介護 毎日、午前中に機能訓練運動をおこない頑張りました。
地震が怖くて今でも家で寝れ
ません。
【ちーちゃん】
５月の予定です!!

!

!

いろんな有り難さが身に染み
ました。
【ぱんだ】 ぎょうじなど 14日 創作活動「グラスアート」
28日 作業日
早く普通の生活に戻りたいで
すね。
【Ｋ】 はんばいかい 特にありません
車中泊には敷き布団が必須で じっしゅうせい 特にありません
した。
【＊】
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