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今 回 は 、 坪 井 川 遊 水 公 園 に 遠 足 へ行 き まし
た！！
梅雨時期ですが猛暑となり歩くとなると汗が
ビッショリ！！到着し、ひと休みした後は、なわと
びびやボール投げをして遊びました。昔の感覚
を取り戻すことに時間がかかり、ぎこちない動き
をする方もいましたが、慣れてくると得意気に遊
ぶ方もいました。昼食はマクドナルドを食べ、帰
園。熱中症が心配されましたが、水分補給等に注
意し、なんとか、みなさん無事に帰宅され一安心
した一日でした。
園内では立ち仕事とはいえ、室内作業で運動
不足がちになりやすい傾向。日光に当たり眼に
光を取り入れる事や運動する事は、心と身体の
バランスを安定させ、リフレッシュ効果大だそう
です。普段、家庭でも室内にいる事が多い方に特
に参加して頂きたい企画でしたが、涼しい時期を
お薦めします。

戯 れ 言 を徒 然

坂本が

絶滅？言い出しっぺは出てこい！

と

つらい こと、悲 しいこ とが続いたの
で、笑ってください。
今 年の「土 用の丑 の日」は ７月３０
日です。 土用の 丑の日と いえばウナギ
ですが 、ずい ぶんお目 にかか っていな
いですねぇ。
ウ ナギと 日本人の 関係は 、縄文遺跡
の貝塚 からウナ ギの骨 が出土して いる
ので 、かなり 大昔か らつきあ いです。
先に 出てき た土用 の丑の日 もうなぎ屋
の ために 発明家 の平賀源 内が、夏の暑
い間売 れないウ ナギの 宣伝文 句として
考え たことば です。 それに 釣られて４
０ ０年後の いまで もうな ぎ屋に人が殺
到するの ですか ら、言い 出しっぺの 平
賀源内 も驚き でしょう 。当然 、当時ウ
ナギ は天然 物のみで 旬は冬 ですので、
ど れだけ 捕れてい たのか うらやましい
限りです。
ご存 じのとお り、年 々ウナギ の値段
は 文字通り うなぎ 登り。２ 年ほど前、
「ウナギ が絶滅 危惧種に 」とのニュー
スが飛 び出し 、もうウ ナギも クジラ同
様滅 多に口 に入らな いもの になると心
配 した方も 多いの では。 でも、よく調
べてみる と絶滅 危惧種 は結構広い 範囲
があり 、捕っ たらつ かまる範 囲には入
ってないようです。
昨 今の世 界的な和 食ブー ムで、鰻料
理も世 界的に広 がって しまうか もしれ
ませ ん。ニュ ースで 「今日は 土用の丑
の 日」なん て映像 が流れれ ば、それは
全世界に 発信さ れます。 日本人の何十
倍もの 人がウ ナギのお いしさ に気づけ
ば、 たちま ち日本へ 流通す る量が減る
で しょう 。禁酒法 時代の アメリカのよ
うに、 ウナギが 禁制品 になり隠れ て食
べるよ うなこ とにな らないた めにも、
極力 外国の 方の前 では、ウ ナギの話は
しないようにしましょう…。
あれ、私正しいですか？
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「忙しい」という意味を辞書で調べると、
多くの用事に追われて暇がない。多忙である。
落ち着きなくよく動き回って、あわただしい。
せわしない。せかせかして落ち着かない。
最近は特に感じる事が多くなった「忙し
い」．．．ついつい口に出してしまいます。｢忙
しい｣という漢字は｢りっしんべん｣に｢亡くな
る｣と書きますが、｢りっしんべん｣すなわち
｢まごころ｣という意味。｢まごころ｣が亡くな
って｢忙しい｣という漢字になっています。忙
しいから心が亡くなる、心が亡くなって忙し
くなる。心に余裕が無くなっている事と言え
ます。人間、忙しくなれば余裕がなくなりま
す。こういう時には、リフレッシュの為に休

日々の疲れがなかなか取れな
いです。
【Ｋ】

ド ラ イ 機 能 が 故 障 し て る の ☆釜屋社さん 出来るだけ短期納期を目指して作業頑張りました。
で、シボミそう。
【＊】 ☆インターナショナル・ケミカル社さん 素材の破れ、段差に注意し折
り返しが出来るよう作業を進めました。
なるようになる。
☆香梅社さん 陣冷の生産が始まり、丁寧に箱折り作業を行いました。
【マグちゃん】 ☆三協スプリングさん １工程ずつ丁寧に、ＮＧに注意しながら作業を
進めました。
長雨で家の中にヤスデが出没 ☆ミネロン社さん 様々な素材をしています。効率良く作業が出来るよ
う協力して作業を進めました。
してます。
【知恵蔵】
☆自主製品 平成帝京大学女子サッカー部、湖東中学校卓球部、熊本高
まずは目の前の事!!【チキン】
校サッカー部より受注を頂きました。
☆生活介護 フルーツキャップ作業を頑張っています。袋詰めにも挑戦
肉体改造中。
【水野v】
しています。
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＜退所のご報告＞
長年当園を利用されてきた高橋公子さんが、本日付で退所されます。
園では、いろいろな作業班でがんばって頂きました。長い間おつかれさ
までした。ありがとうございました。

!

「私事で恐縮です」

【訃 報】

先日よりお知らせしましたよう
に、生活介護利用者の奥村明子さ
んが不慮の事故で入院されていま
し たが、ご 家族の願い も届かず、
六月二十五日に亡くなられました。
通夜、葬儀にご参列頂いた方、
香典を供えられた方々、お心遣い
誠にありがとうございました。
皆様とともに、故人のご冥福を
お祈り申し上げます。

【ご 報告】

故 奥村明子様の葬儀に際し、
保護者会より香典をお供えさせて
頂きました。ここに謹んでご報告
申 し 上げ ます 。
保護者会会長 東矢邦保
職員一行月記

憩する必要があり、自分の気持ちを確認し、振
り返って学ぶためにも、ペースダウンしてひと
休みしなければなりません。また、「忙しい」
が口癖になっている人は、時間の使い方が悪い、
仕事の段取りが悪い、仕事を断れない、人に仕
事を任せることができず、何でも自分で抱え込
んでしまう。
「忙しい」には、忙しくて大変だ、
困ったという意味も含まれています。仕事がつ
らい、やりたくないという否定的な意味になっ
てしまうので、口には出さない方が良いと思い
ます。急な仕事が来ても前向きな気持ちで、ま
ず、「どうすればいいか？」を考えるようにす
る。「忙しい」と言うことで、何か徳になるこ
とと言っても内に抱えた気持ちを外に吐き出す
ことで、気持ちが少し楽になるということぐら
いではないでしょうか。プラスマイナスを考え
ると、マイナスの方が大きいので、「忙しい」
と口にしない方が良いと思います。
これからは、忙しい事は成長へのチャンスと
捉えて目の前の仕事にポジティブに立ち向かっ
て行きたいと思います。

地震肥り？体重激増してます
（泣 )
【 うり ぼー】

７月の予定です!!
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雷と雨が怖くて寝れませんで ぎょうじなど 9日 調理実習
23日 作業日
した。
【ちーちゃん】
梅雨。自転車愛好家には辛い
です。
【ぱんだ】

＊園内

はんばいかい 9日 福祉のお仕事相談会販売 ＊びぷれす広場
（園は不参加ですがお近くにお越しの際は）

じっしゅうせい 6/29～5日 熊本支援学校東町分教室 １名

