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その後は、久木野パークゴルフ場。距離は比較的
短いですが、なかなか前に進まず悪戦苦闘。かと思
いきや、あれ？上達はやい!!と２～3打ほどでホール
インしたコースや十数打かかったコースと様々でし
た。
杖立温泉旅館に着くと早速ひとっ風呂。温泉にき
た～！と感じるやわらかく気持ちのいいお湯。少し
疲れた身体を温泉でリラックスし、いざ夕食。宴会が
はじまると、さっそく毎年恒例のカラオケがはじま
り、疲れを忘れ楽しく歌い盛り上がります。その間に、
パークゴルフの結果発表！景品を用意した5位と10
位、ブービー賞の受賞者は5位、小迫茂功さん、10位
岩下朋子さん、ブービー賞澤田みつるさんでした。
おめでとうございます！
2日目は、大観峰に向かいます。山肌には複数の亀
裂や崩落した跡があり、その景色を目に焼き付け、震
災で倒壊した阿蘇神社を参拝。たくさんの観光客で
バス駐車場も満車でした。ブルーシートに囲まれ隙
間から見える程度でしたが、1000年以上歴史ある神
社が、崩れ落ちてしまっていました。周辺の方は自分
たちの身代わりになってくださったのだと感謝され
ているとのお話も。その後は、門前町界隈を散策し
たり買物をして、無事園に到着しました。
揺れを感じると声を出し怖がる利用者も中にはお
られますが、一緒に笑い過ごす中で、復興の歩みを
知り、心の再建が出来ればと感じた旅でした。
門前町散策

阿蘇神社山門

戯 れ 言 を徒 然

坂本が
と

あの地 震からや がて半 年が過ぎよう
とし ています 。先日 、利用者 旅行で阿
蘇 に行って きまし たが、や はりまだま
だかかりそうです。
さて、 朝の情 報番組を 見ていました
とこ ろ、話 題は東京 都知事 の話。関係
な いしと 思いなが ら見て ましたかオリ
ンピッ クの予算 の話。 これは関係 ある
なと 思い内容 を聞い てると唖 然としま
した 。億か ら兆に なって、 兆は多すぎ
る から億 で…（ 頭いい人 には解るので
しょう が、私に はこう しか聞 こえてき
ま せ ん ）、 て な 感 じ で 議 論 が な さ れ て
い ます。し かし、 生み出 されるこの差
額、誰が 出した り引っ込 めたりして い
るので しょう か？この 件でイ ンタビュ
ーさ れた人 が「普通 の会社 じゃ怒られ
ま す」と の返答に 『その 通り』とうな
ずきました。
続い てのニュースが、結 婚詐欺。妻
子 がありな がら未 婚女性か ら４百万円
をだまし 取った か脅し取 ったというも
の。会 社経営 が苦しい という 理由で最
初に 百万円 を借り、 女性が お金を出し
渋 ると態度 を一変 し、脅 しにかかって
計４百万というニュースでした。
ピック アップ された ニュースだと 思
ってみてましたが、途中で“あれっ”。
こ の二つ のニュー スって 額は違うもの
の内容 はさほど 違わな いような 。前者
の金 額は数千 億円単 位で行っ たり来た
り 、金の出 所も不 明。後者 は根拠の無
い金をだまし取る。
時代は 変われ ども、机 上で計算して
いく らかか ろうとも 給料は 変わらない
方 の提言 と、建物 ができ るかどうかで
一喜一 憂するそ れを取 り巻く方々 と、
これに 乗っか り自分 の力を誇 示したい
方と 、ちゃ んとし ようと考 える人が入
る隙間はありません。
ものは見ようで面白くなります。

あれが「詐欺」なら、これも「サギ」

９月９日、１０日に阿蘇一泊旅行へ行って来ました！
熊本県内の避暑地でありながら、道路規制や営業休
止で観光スポットに訪れる観光客は少ないかと思っ
ていましたが、一部を除き営業を再開し観光客が多
く賑やかでした！
1日目は阿蘇ミルク牧場。動物ふれあい広場には、
羊やモルモットなど、たくさんの動物がいました。係
員さんがパンダマウスを手に乗せてくれると手から
落とさないよう大切にするあまり、妙に肩に力が入
っていた人の姿が印象的でした。綺麗に花咲いたコ
スモスを眺めながら散歩していると、道の横にあっ
た石と思っていた大きな黒い物体が動きはじめビッ
クリ！よく見ると黒豚が土の中に体をまるめ寝てい
ました。土に穴を掘ることで自分の体温を下げる暑
さ対策かなあ、と話しながら眺めていました。しばら
くすると『動物わくわくレース』が始まり、顔つきが違
うヤギを眺めながら１着と２着になりそうなヤギの番
号を書きレーススタート！予想が当たったのは職員
が1名のみ。残念。
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ちーっと涼しくなったばって
ぎょうじなど 8日 調理実習 ＊園内
ん、まだぬっかなぁ。
22日 作業日
【知恵蔵】
※9月19日に東矢修司さんが出場予定だった県知的障害者スポ
ーツ大会は、台風の為中止となりました。
休息大事~!!!充電！充電！
【チキン】 はんばいかい 特にありません
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☆香梅社さん 今月より姫ナイフ作業を再開し、丁寧な作業を心がけな
がら頑張りました。
暑い夏まつりより秋まつり♪
【うりぼー】 ☆三協スプリングさん 一つひとつの工程に注意しながら作業を進めま
した。
近頃涼しくなって仕事がしや ☆ミネロン社さん 素材のＮＧが多い為、班全員に周知し、検品の際は
すくなりました。
特に注意して作業を進めました。
【ちーちゃん】 ☆釜屋社さん 異物混入によるＮＧ等に注意しながら作業を進めました。
フルーツ狩りに行きたいな♪ ☆インターナショナル・ケミカル社さん 早めの納品に心掛けて作業を進
めました。
【ぱんだ】
☆自主製品 愛知県豊田市社会福祉協議会様、東海亭様、コウケン様、
寒暖差による風邪要注意!!!
矢部高校サッカー部様、日吉中陸上部様やトンボ玉のご注文を頂きま
した。
【Ｋ】
☆生活介護 岩田コーポレーションの作業を始めました。胡麻太鼓の箱
馬肥える秋。
【＊】
詰めを頑張っています。
ノスタルジック三昧。
【マグちゃん】
１０月の予定です!!
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できても、なかなか次
の七文字が字足らず、
字余りと頭が痛いで～
す。
脳細胞は日に日に減
少して、脳を刺激し老
化防止・認知症 予防
のためにも、脳のトレ
ーニングに励み、苦痛
をいつか楽しみに変え
ていきたいと思ってい
ます。愚作ですが、
「赤とんぼ
夕日に染まり
なお赤く」

ごあいさつ
本 日 、九 月 三 十 日 を も っ て 、
社会福祉法人同胞友愛会は創
立より丸七十五年を迎えまし
た。これもひとえに、施設を
必要とし利用していただいた
方々と先人の努力の賜だと思
います。
しかし、現職員にとっては
まだまだ道半ば。今後もご指
導ご鞭撻のほどよろしくお願
い致します。
友愛育成園職員一同

負の連鎖中です。 【水野v】 じっしゅうせい 特にありません
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中学時代、有名な芭蕉の句「古
池や蛙飛び込む水のおと」や、
正岡子規の「柿食えば鐘が鳴る
なり法隆寺」など、試験のため
の勉強をしていたように記憶し
ています。
この数ヶ月テレビのバラエテ
ィー番組「プレバト！」の俳句
コーナーを見ていて、俳人夏井
いつき先生がゲスト生徒の５名
の作品を指導・評価していくな
か、芸能人を「才能無し！」と
たたきのめされたり、「すばらし
い出来映え」とほめられたりす
るのを楽しんで見ていたのです
が、そのうち興味がわき、私で
もできるのだろうか？と、早速
夏井いつき先生の本を購入しまし
た。冒頭に『俳句とは、型さえ覚え
れば誰でもカンタンに作れる「詩
歌 」。人 は 万 葉 集 の 昔 か ら 生 活 や 仕
事、恋や家族など、人生を歌に詠ん
で生きてきた』とのこと。生活のす
べてとリンクしており、身の回りの
ことは、どんなことでも詠むことが
でき、五感を研ぎ澄ませ、よく観察
しているとふだんの生活の中にいく
らでも見つけることができる、と指
導してありました。しかしまだ始め
たばかりの私です。俳句は簡単にい
うと十七文字、十七音からなる定型
詩で、特徴はご存じのとおり①五、
七、五②季語が入る③切れ（切れ字）
が あ る「 や 」「 か な 」「 け り 」。 俳 句
の仕組みは理解したものの、季語は
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職員一行月記

「私事で恐縮です」

