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今回は、利用者の皆さんが作りたいという希望が多
かったオムライスを作りました。
まずは材料を切ります。前回のハンバーグと同
様、たまねぎを切ることに皆さん格闘していました。
声に出し座り込んで泣く人、給食室を離れ泣きなが
ら佇んでいる人、目を充血させ涙を流しつつ耐えな
がら切る人と様々でした。調理の工程が今回は少な
く余裕があったのか、手が空いた利用者の方は自主
的に皿洗いをしたり、自分で出来る事を探して尋ね
に来る方もいました。何かをしたい気持ちが感じら
れ、時間の余裕も必要だなあと感じた次第です。
その頃にはご飯も炊きあがり、フライパンでケチ
ャップライス作り。玉子を焼き、ご飯にのせます。カセ
ットコンロの火をつける事が怖く腰を後ろに引きなが
らも、なんとか火をつけていました。それでも、逃げ
ることなくオムライスを自分で作りたいと、逃げずに
最後まで、挑戦！慣れてない方は、フライパンを持
つ場所が分からなかったり、フライパンを傾けたまま
コンロに乗せる人もいた為、手ほどきをしながら取り
組みました。玉子を割る時は力が入り過ぎて殻がボ
ウルに入っていましたが…（当然取りました）。玉子を
ライスの上に乗せる時、形が崩れ途方に暮れている
人もいましたが、それも良しと見守っていました。み
んなで作ったオリジナルオムライスの完成です！！
調理実習の機会は多いですが、やる気を持って楽
しんでいる人が大勢います。色々な料理の経験をし
て、家庭でも楽しんでくれる事を期待します！！

戯 れ 言 を徒 然

坂本が

反応しましょう

と

よう やく季 節に気温 が合っ てきまし
たが 、被災 から初め て迎え る冬です。
被災された方、頑張ってください。
春秋 はいつも 着るも のに迷う 季節な
ので すが、い つの頃 からか、 着るもの
に無頓 着とな ってい る私。基 本は、暑
くない か、寒 くないか で着る ものが決
まって しまい ます。色 合いも 無難なベ
ージュ 、紺、グ レーと いった 曖昧な色
ばかり で、上下 グレー なんか着 たとき
にはゲ ゲゲの鬼 太郎の ねずみ男そ のま
んまです。
さて、今 使った 無頓着、 無を外した
頓着（と んぢゃ く）とい う言葉がもと
な のです が、皆 さんが思 うように「執
着 する」 という意 味があ ります。現在
は 、無を つけて「 執着し ない」の方が
よ く使われ ている 気がし ます。とんぢ
ゃ くと仮名 に置き 換えてみ て初めて気
づ いたので すが、 この言葉 、天草では
よく使われる言葉です。鶴田功氏の「天
草 方 言 集 」 に 「 と ん ぢ ゃ く せ ん 」「 と
んぢゃくなか」の訳で「相手にしない」
との せてあり ますが 、我が ふるさとで
はち ょっと違 うニュ アンスが …。これ
に、 あと「と んじゃ くうたん 」という
使い方 がある のです が、意味 は「あて
になら ない」 です。使 い方は 「あれ頼
んだっ ちゃと んじゃく うたん もん（あ
の人に頼んでいてもあてにはならな
い ）」 と い っ た 具 合 。 あ ま り 良 い 意 味
では使 われてい ません が、学生 時代は
よく仲間に対して使ってました。
昔から 、「打てば響く 」「ぬかに釘」
など他人 の反応 について の言葉は数あ
り ますが 、頓着 はうたな いよりうって
い た方が 良さそう です。 うった相手が
響いてくれればなおさらですが…。
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時々ですが…運動している子ども達の横でレ
クリエーション的にバドミントンをしていま
す。練習中に足が攣ったり、練習後に全身の筋
肉痛などは無いのですが（あくまでも「なんち
ゃってバドミントン」なので）･･･数日経って
朝方起きようとすると、足が攣る～!!!激痛～
っ!!!ひえ～ッ!!!ぐぐぐ～っ!!!っと一人でふ
くらはぎの痛みと闘いながら治まるのを待つ！
治まっても暫くは痛みからの筋肉痛！皆さんに
も同じような経験はありませんか？以前、スポ
ーツ時の足の痙攣予防にはバナナが良い！と聞
き知っていたのですが今回は、それ以外でもバ
ナナの素晴らしい効果について調べてみたので
ここでご紹介したいと思います。
ご存じの方も多いと思いますがバナナには食
物繊維や多くの栄養素が含まれており美容や健
康にも良い効果があります。まずは健康の効果
として①手早くしっかりと栄養補給ができる②
心をリラックスさせてくれる③血糖値を下げる
作用がある④腸内細菌のバランスを整える⑤PM
Sの改善→PMSとは月経前症候群と呼ばれる。な
どの５つあります。またバナナがもたらしてく
れる5つの美容効果として①むくみを軽減させ
てくれる②便秘を改善させデトックス効果が得
られる③腸内環境が整い太りにくくなる④豊富
なビタミンによる美肌効果が得られる⑤ポリフ

ェノールによるアンチエイジング効果等があり、
健康にも美容にも効果の高いバナナです。
ちなみに食べる時の参考として①運動の30分前
に食べる②朝食べることでダイエットに！③夜、
お腹が空いた時に④熟度により効果が変わる！そ
うです。
ところで肝心の足が攣るを予防する！ですが…
バナナにはカリウムがたくさん含まれています。
カリウムは体液濃度を制御するミネラルのひとつ
で、とくに筋収縮に関わっているもの。不足する
と筋肉痙攣を引き起こします。すなわち、足が攣
る原因はカリウム不足が大きな要因となります。
カリウムは汗とともに排出されるので、常に補充
しなければなりません。その意味で、足が攣るの
を予防するにはバナナが有効だそうです。また、
バナナにはマグネシウムも豊富に含んでいるので
筋収縮や酸素摂取、エネルギーの産出に欠かせず、
足が攣ることが多い人はマグネシウム不足でもあ
り、筋肉痙攣につながるわけです。と、いうこと
で足が攣ることが多い人は、日常的にバナナを食
べるとよいでしょう!!!とのことで
した。
長くなりましたが熟して
いるバナナをな
るだけ食べて痙
攣予防に努めて
いきたいと思います！
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「私事で恐縮です」
☆インターナショナル・ケミカル社さん 早期の納品と、丁寧な折り返し
が出来るよう作業を進めました。
信なくしては何もはじまらな
☆香梅社さん
姫ナイフは、ＮＧの混入がないよう一つずつ丁寧に作業
い。
【水野v】
を行いました。
今年は秋がない？？
☆三協スプリングさん 今月一杯で作業終了となりました。今までお世
話になりました。
【うりぼー】
☆ミネロン社さん 素材を多く受注させて頂いております。NGに注意し
君のコンサート楽しみで
納期に間に合うよう班全員で協力して進めました。
す。ルンルン（１１月・・・） ☆釜屋社さん 安定して受注頂いております。班で協力して、短期納品
【ちーちゃん】
出来るよう頑張りました。
☆自主製品 開新高校サッカー部、サライ倶楽部様よりご注文頂きまし
鍋が美味しい季節ですね♪
た。
【ぱんだ】 ☆生活介護 菓子詰め作業をしました。数を間違えないように、一つ一
つ丁寧に数えています。
体を鍛える事で寒さを乗り越
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える。

【Ｋ】

睡眠障害の様な毎日。 【＊】

１１月の予定です!!
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芋が食べたい。
【マグちゃん】 ぎょうじなど 12日 保護者交流会バス旅行 ＊山鹿方面
26日 作業日
※12月は作業を解放して保護者の皆さんに
朝晩はちーっと冷ゆるごた
見ていただきます。多くの参加をお願いします。
っ！
【知恵蔵】
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はんばいかい 18～20日 障害者施設等販売会
片付けしなければ…
【チキン】 じっしゅうせい 9～18日 荒尾支援学校 １名

＊イオンモール熊本

