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戯 れ 言 を徒 然

坂本が

と

暑さも ずいぶん 治まっ て参りました
が、残 暑は終わ ってな い様子 。さてさ
てこの ギャップ に私の 体は耐 えられる
のか？
今回は 、ふる さと天草 が誇る海水浴
場についてのお話です。
天草と いえば 海を想像 される方は多
いと思 います 。私も自 慢でき ると思い
ます。 行った ことの ある海水 浴場を熊
本市か ら近い 順にあ げますと 、まず大
矢野 町「白涛 」、有明町「四郎ヶ浜 」、
本渡 町「本渡 」
、天草町「白鶴浜 」、河
浦町「小高浜」、牛深町「茂串 」
「砂月」
と、 ざっとこ んなも んでしょ うか。中
でも１番の透明度を誇るのが「茂串」。
ＮＨ Ｋ大河 の「武蔵 」の巌 流島として
撮影 があっ たところ です。 とても熊本
市内 からは 遠く日帰 りで行 くにはお薦
めで きませ んが、そ んなへ んぴな所だ
から 今も美 しい姿を 残して いるのかと
考え ると、 きれいな 海で泳 ぎたければ
苦労 しなさ いとい うことで しょうか。
さ て、実家 を拠点 にして子 供たちを
初 めて茂串 に連れ て行った 夜、上機嫌
で 飲んで話 してい ますと、 まだ存命だ
っ た 父 が 一 言 。「 い ま は あ ぎ ゃ ん し と
る ばってん 、数十 年前は よそわしゅー
し て…（念 の為： いまは ああなってい
る が、数 十年前は汚くて… ）」
。私は 、
茂 串はず っときれ いなも のだと思って
い たので ショック でした 。聞くと、高
度 成長期 に海洋汚 染があ ったとのこと
で した。 考えてみ れば、 水俣と長島を
挟 んで４ ０キロ も離れて いない牛深で
す から、 全く影 響が無か ったとは…。
「 人 が 壊 し 、 人 が 直 す 」。 人 間 の 歴
史ではあ ります が、一度 直したものを
また壊す ような 行為は、 なんの学習 も
無い愚かなことです。

「藍より青い」 らしい

８月は猛暑が続き、涼しい場所を探し求めたご
家庭も多かったのではないでしょうか。そんな時
は、涼しく楽しく飲んで食べてと出来るカラオケ
は最適ですね！
というわけで、８月の行事はカラオケに行って
きました！
今回は新しく出来たカラオケ店でしたが、園の
為にオリジナルプランを提供して頂く等、大変ご
協力頂きました。
夏歌が好きな人は、夏をテーマにした曲を厳
選し盛り上がっていました。曲数も豊富でびっく
りです！普段、あまり歌わない方でも、作業時間
流れるラジオの曲から聞き馴染んだ曲をセレクト
していました。元気のある曲が多い為か、いつも
聞いている歌声より、かなり声量のある歌声を披
露してくれていました。聞いている方も、その迫
力に聞き入ります！また、曲に合わせ踊ったり、リ
ズムを聞いて楽しんだり、手拍子をしたり、皆さ
んいろいろな表現で音楽を楽しんでいました。歌
を唄うことは苦手だけど、音楽を聴いてリズムに
乗り身体を揺らし、曲を楽しむことが好きな方も
いたようです。
食事はカルボナーラ、から揚げ、エビピラフな
ど好きなメニューを選び美味しく頂きました。な
かでも、カルボナーラが大人気でした！
２０曲ほど曲目を紙に書いている方もいました
が、果たして最後まで歌えたのでしょうか？
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半径２kmの範囲で生きていると言って
いい私の生活なので、毎年変化はありま
せんが、過去に投稿した記事もいまいち
達成に向けて行動ができないまま・・・
定年を迎えましたがそれまでとあまり変
わりのない生活をしています。最近は年
配者に少なからず訪れる定期通院の場所
も増えましたが、健康でいる事が出来る
だろうこれからの５年で何ができるかを
見つけて、まず行動することから。
＜幼馴染のいるイタリアへ行くこと！＞
＜４年後の東京オリンピック！！観戦＞
リオデジャネイロオリンピックが終わ
り睡眠不足も回復しないままですが、体
操男子や水泳、陸上リレーなど興奮も収
まらない日々です。
1964年の東京オリンピックを見た私
は、ぜひ2020年のオリンピックを観戦し

祝十五周年
作業でお世話になっているＮＰＯ法
人自立応援団が、創立15周年を迎えら
れました。27日に記念行事が行われ、
様々な催しがありました。
園からは、ポップコーンを提供し物
販して頂きました。おめでとうござい
ます。

たいと思っています。まだ気持ちが熱いう
ちに調べて心に刻んでおこうと、ネット検
索してみました。
7月24日（金）午後8時からの開会式
に先駆けて、22日（水）午後5時より
オリンピックサッカーの試合が各地
で始まります。大半の競技は開会式
翌日の25日（土）もしくは26日
（日）の開始で８月９日（日）
午後9時からの閉会式を迎える日程。また、
パラリンピックは８月25日（火）から９月
６日（日）までの会期となるそうです。
さらに、リオデジャネイロから
東京への開催都市の引継をテー
マとする額面価格1,000円の記
念貨幣が発行されるそうです。
この記念貨幣は、我が国で初
めて両面に彩色を施した、両
面カラーコインとして発行されるそうで、
販売価格は9,500円で9月に予約が始まり12
月頃から発送予定とのこと。
仕事をしながらの長期休暇はどうかな？
と思いながらも、元気なうちに一つは実
現したいと思っています。
まずは記念硬貨の申し込みですかね～
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荒尾のジャンボ梨が食べたい
です♪
【ぱんだ】

!

暑さに負けないよう体力強
化。
【Ｋ】
夏なのに乾燥肌です。 【＊】

!

体調がやっともとにもどりま
した。（ 精神 的、肉体 的）
【ちーちゃん】

!

「私事で恐縮です」

!

元気があれば何でも出来る。
健康第一。
【マグちゃん】

☆三協スプリングさん 定期的な加工点検をし、ＮＧに注意をして作業
を進めました。
☆ミネロン社さん 効率良く作業が進められるよう工程の確認と定期的
な声掛け、検品にも力を入れました。
☆釜屋社さん 早く丁寧な仕上がりを心がけ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 検品の際、素材の破れや段差
に注意して作業を進めました。
☆香梅社さん ＮＧを出来るだけ減らせるよう注意して作業を頑張りま
した。
☆自主製品 在庫品の作成と販売会の出店準備を進めました。
☆生活介護 フルーツキャップ作業を中心に作業をしました。また文字
の練習も頑張りました。

９月の予定です!!

!

!

だいぎゃぬっかばってん、が
んばろう！
【知恵蔵】 ぎょうじなど 9～10日 一泊旅行 ＊阿蘇方面
19日 熊本県障害者スポーツ大会
売り上げNo1とかの広告って
（東矢修司さんが出場）
ホントかな～ 【チキン】
24日 作業日
節約しなきゃ・・・【水野v】

!

はんばいかい 特にありません
オリンピックと甲子園の夏で
した。
【うりぼー】 じっしゅうせい 特にありません

＊ナムコワンダーシティー

