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千代の園
酒造資料館

木屋のこうじ蔵

せんべい焼き体験

光

専

寺

戯 れ 言 を徒 然

坂本が

でかすぎても困る話

と

やっ と秋らし くなっ たと思っ たらも
う１２月、秋が短かった。
先日、こたつを出そうとしたところ、
こたつ 布団がな い。記 憶をたどる と、
春先 に「捨 てない と買わな い」との理
由で廃 棄してま した。 慌てて 買い物に
行きそろえた次第。
さて、こたつといいますと、唱歌
「 雪」に 歌われて いると おり、猫が中
で丸 く寝てい るのが 印象的で す。外か
ら帰って すぐに 足を突っ 込むと、驚い
た猫によくひっかかれていました。
「雪」が できた 時代は 、まだまだ 電気
など 普及し ていない 時代で 掘りごたつ
だった ので、練 炭や木 炭が不完 全燃焼
す る 恐 れ が あ り 猫､ も こ た つ で 丸 く な
るのは 命懸け だったの かも？ その点で
は 、今の 猫は幸せ なので しょうか。日
本の猫 は最大 でも８ ㎏くらい らしいの
で すが、 世界は 広い。調 べてみますと
いま した。人 が飼っ ている 猫ではメイ
ンクーン という 猫が最大 です。ギネ ス
記録 は体重 １５．８ ㎏。鼻 先からしっ
ぽの先 までが１ ｍにも なるとい うので
び っくりで す。こ んな猫が 庭先にいた
ら、絶対猫とは思いませんよね。
想 像してく ださい 。この メインクー
ンを日 本で飼 ったらど うなる んでしょ
う 。まぁ 犬を飼っ ている 方にすればそ
う大 変なこと ではな いと思い ますが、
食事だけ でもい くらかか ることでしょ
う。 そして 、そうで す。猫 はこたつで
丸くな るのです 。一般 的な長方形 のこ
たつ でも長 い辺が １．２ｍ ですのでま
っすぐ 入ると両 側に１ ０㎝づ つしか余
り ません。 そんな 状態で足 を突っ込ん
だ日には…。
猫 に遠慮 しながら こたつ のはじっこ
に入 る人間。 どちら が飼い主 やら…。

11月12日（土）に山鹿に日帰り旅行に行きました。
前日は雨でしたが当日は晴天に恵まれ暖かい日差
しの中、利用者23名、保護者11名、職員5名の合計39
名の参加がありました。
バスに乗り込んで、しおりの座席表通りに座ってい
くと…席が一列足りない!!!慌てて座席変更！対応に
ご協力頂いた利用者、保護者の方、大変ありがとう
ございました。何はともあれ、さぁ、いざ出発!!!バス
は山鹿方面に向かい3号線を順調に進んでいまし
た！と、言いたいところですが。。。すぐに渋滞には
まり、ここはさすがの運転手さんです！迂回したこ
とが好転し目的地に時間ピッタリ到着することが出
来ました。そしていよいよメインである山鹿豊前街
道名店めぐり「米米惣門ツアー」では、まず「木屋」天
保年間創業（1830年頃）で伝統の麹づくりについて9
代目から話を聞き、甘酒の試飲、みそせんべいの試
食をしました。次に「千代の園酒造」明治29年創業（1
896年）では酒造り資料館を見学し、「光専寺」天正6
年創建（1578年）では江戸時代、豪商宗形屋が寄進
した一切経を納めた経蔵の話を聞きました。最後に
せんべい工房では、他のツアー客が狭い店内に紛れ

込んできて買い物ラッシュになってしまい、せんべい
焼きの説明をする傍ら商売をする店主（笑）そんな
中でも数名の方がせんべい焼き体験をする事が出
来、あっという間の約1時間のツアーでした。買い物
メインの方々には少し時間足らずだったかもしれま
せんが…また、機会があれば行かれてみてはいか
がでしょうか。
昼食会場では、保護者会から準備されたお楽しみ
抽選会が行われ、空くじなしの豪華な!商品が当た
り、皆さんの満足な表情が見られました。ご協力頂い
た保護者会の役員の皆様有難うございました。
最後に七城メロンドームで買い物を済ませ、いざ
帰路へ!!!帰りはバスの中で添乗員のチョイスでしょう
か？ほとんどの方がDVDから目を離さず、大笑いの
車内でした。
今回、参加された方々ありがとうございました。今
後ともよろしくお願い致します。
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４月１０日にきよし君のコンサートに行って
きました。（福岡の飯塚）
きよともさん夫婦、きよともさんのお母さん､
私の４人でドライブみたいなかんじで楽しく行
きました。「今度は､１１月１５日のコンサート
楽しみだね。」とその日を楽しみに帰って来ま
した。とっても楽しい一日でした。その四日後
にとっても怖い日が来るなんて誰も予想してな
かったと思います。
（それが前震と言うことも。）
後日に本震が来るとは､びっくりどころか､精神
的にダメージを受けました。揺れるたびに､怖
くてドキドキしてました。一晩は車中泊をして、
避難所に行きました。最初は､イスに座って寝
ていました。昼間は､洗濯したり、ガスが出な
いので､水で髪を洗ったりして、冷たい思いも
しました。しばらくは、横になっても昼間でも
寝れませんでした。いつ来るか分からない余震
に恐怖を身体が覚えていました。何も考えずし
っかり寝られるようになったのは、四ヶ月以上
たってからでした。今は、弱い余震が来ても､
気ずかずに寝ています。
そんな避難生活の中､避難所で誰かとインタ
ビューに来ます。私もインタビューを受けまし
た。その人は、東京のラジオ局の人でした。そ

－お知らせ－
支援員の笹原は、病欠でし
ばらく休みます。
職員一行月記

!
!

肩が痛い、２度目の四十肩
か？
【水野v】

!

毎日ルンルンで仕事していま
す。
【ちーちゃん】

!

グルテンフリーに目覚めてま
す。
【ぱんだ】
少しの不調にも早目の対処で
す。
【Ｋ】

死ぬ覚悟で飛行機に乗りまし ぎょうじなど 3日 創作活動とラーメン大会 ＊園内
17日 作業日（作業解放）
た。
【＊】
※作業を解放して保護者の皆さんに見ていただく日です。
シナモンの健康効果に期待。
多くの参加をお願いします。
【マグちゃん】
はんばいかい 特にありません
秋は直ぐ終わり、もう冬です
じっしゅうせい 特にありません
ね。
【知恵蔵】
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次から次と…。

!

☆釜屋社さん 安定して受注しました。ＮＧに気を付けて作業を進めま
した。
☆インターナショナル・ケミカル社さん 素材の破れに注意して班全員協
力して作業を進めました。
☆香梅社さん 箱の一つ一つを丁寧に折り、協力して作業へ取り組みま
した。
☆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。
☆ミネロン社さん PS219を中心に受注しています。効率良く作業が出来
るよう協力して作業を進めました。
☆自主製品 新潟県社会福祉協議会、エル・チャレンジ様よりご注文を
頂きました。
☆生活介護 作業はフルーツキャップを「３人で１袋」を目標に。創作
活動はクリスマス準備をしています。

!

「私事で恐縮です」

のラジオ局にきよし君が、毎週月曜～金曜のＡＭ
11:30～11:40まで出演している局でした。地震の
インタビューで来ているのに、きよし君の事ばか
り話してしまいました。局の人は、「きよし君来
ますよ。」と言っていました。きよし君には、た
ぶん伝わらないでしょうね。避難所での楽しみは、
ＮＨＫで歌うきよし君のテレビ番組でした。避難
所にテレビがある事は、幸せなことでした。きよ
し君の歌を聴きながら、地震を乗り越えて来まし
た。
そして１１月１
５日がやって来ま
した。バタバタし
て行きましたが、
やっぱりコンサー
トは、いいもので
す。楽しかったで
す。帰りは疲れて
少し寝てしまいま
した。
きよし君のこと
を、今年も応援よ
ろしくお願いいた
します。

【チキン】

１2月の予定です!!

