も･･･と心配されましたが予報が外れ、無事
に行事を決行することができました。

る人、すべての野菜をダイナミックにぶつ切

て無事に調理終了！開始から1時
間半で3品準備し、美味しく食事を
なっていました。材料を煮込んでい

ようです。最後にぜんざいを作っ
各班オリジナリティ溢れる切り方に

たら良い感じに出来上がっていた
ないままのジャガイモなどなど・・・

況もありました!!!しかし、

続けている人、全ての野菜をサイコロ状に切

汁が煮物になりそうな状
擦ってもすぐに変色するのでひたすら擦り

なったりする班もあり、豚
が･･･ゴボウの皮むきでは、包丁の裏で皮を

を取りすぎて水分不足に
人参、じゃがいも、ごぼう、ねぎを切りました

る間にも丁寧に肉の灰汁
米を研いで炊く間に、豚汁の材料の大根、

今回の
調理実習お題
日本全土に寒波到来で行事当日は大雪か

どの班も味噌で味付けし
りする人、切ったつもりが切れてい

３ 月号 ： 通 巻 167号
2017.2.28

今回の調理実習は、支援員と利用者の班を4

班と利用者のみの班を1班 の5班に分かれ

て調理をしました。まずは全体で調理の手順

を確認し、各班で調理道具、材料等の確認を

行ってから調理を開始しました。

することが出来ました。

利用者だけで調理をした方々に

感想を聞いたところ、「自分たちだ

けでの調理で大丈夫!!!美味しかっ
た」「ちょっと自分たちだけでは不安でした…でも美味しく出来て良

かった！」との感想が聞かれました。調理実習からか料理への興味

を持ち、意欲的になられている利用者も増えてきているようです。

戯 れ 言 を徒 然

坂本が

冬と春のはざまでは

と

立春 を迎え 、殺風景 だった 送迎のル
ート も梅の 花が満開 となり 、春を待っ
ている雰囲気となってきました。
さて 、２月３ 日は節 分でした が、皆
さん 豆まきは された でしょう か？鬼を
払って 福を呼 び込む との意味 があるこ
の風習 ですが 、私には もう一 つ風習の
記憶が残っています 。それは「柊鰯（ひ
いらぎいわし）
」。柊のとげが鬼を刺し 、
鰯の頭 のにおい を鬼が 嫌うとい う意味
で行わ れたらし い。柊 と言っても ぱっ
と思いつ かない 人には 「クリスマ スケ
ーキの飾 りで赤 い実のつ いた葉っぱ 」
と説明す れば解 って頂け るだろうか。
節 分の豆 まき同 様に、鬼 を払うとい
う意味で行われてきたこの風習です
が 、そこ から生ま れたこ とわざをご存
じ で し ょ う か ？ そ れ は 、「 鰯 の 頭 も 信
心 から」で す。昔 は大量に 捕れていた
鰯 。売り方 も箱売 りだった と記憶して
ます 。それ くらい 巷にあふ れていたも
ので 、加え て漢字の とおり 魚へんに弱
いと 書く足 が速い魚 ですか ら扱いもぞ
んざ いであり 、この ような 言葉となっ
たの でしょう 。しか し２００ ０年代に
なる と漁獲高 は落ち 込み、今 では滅多
にお目 にかか れない 高級魚。 信じられ
ないで しょう がこの魚 、天草 時代はい
やとい うほど 食卓にあ りまし た。その
頃は、 言われ るとおり の鰯の 頭だった
わけで すが、現 代では なかなか お目に
かかれ ないあり がたい ものなの です。
どっかの 国有地 払い下 げで問題にな
ってる学 校法人 の教育思 想だとか、 ど
っかのタレントさんの出家騒動だと
か 、思想 問題に ついては 事欠かない昨
今 ですが 、私は鰯 の頭で も信心しとき
ましょ。

※コメントにのっている方と写真は、関係ありませ
んので混同しないように。（個人の尊厳を守る為）

2017.2.28

３ 月号 ： 通 巻 167号
子が必死に福餅拾いに参加しているのを遠目で
見守る…。頑張りましたが戦果は餅のみ２個で
した(笑)。五円玉入りがあるとのことですが拾
えず。
参拝に並ぼうとしましたが階段からすれ違え
ないほどの人波に恐れをなし、小さい熊手のお
守りを買い（こっそりいなり寿司と大福も）、
遠くから手を合わせ、帰りました。
それでもすごいパワーをいただけた気がしま
す。今度は福餅拾いに最前線で参加してみたい
です。みなさんも、今年も一年豊かな年になり
ますように！！

!

!

!

!

!

今年、初めて高橋稲荷神社の初午大祭に行き
ました。
初午とは、２月の最初の午の日。１月の午の
日も初午には違いないのですが、通常は稲荷社
の祭りの日である２月の初午を言うようです。
稲荷社の本社である伏見稲荷神社の御祭神・宇
迦御霊神（うかのみたまのかみ）が伊奈利（い
なり）山へ降りた日が和銅（わどう）４年（711
年）の初午であったことから稲荷社を祀る日に
なったとされています。その年の豊作祈願から、
現在は諸業繁盛や家内安全なども祈願する祭礼
になっています。
さて、九州３大稲荷、日本５大稲荷に数えら
れているとも言われている高橋稲荷神社の初午
大祭ですが、噂に違わず凄まじい賑わい！！！
近隣の小学校に特設してある駐車場に入るま
でにおよそ40分待ち。これでもまだ早い
ほうで以前よりは緩和されたとのこと。
境内周りにもずらりと立ち並ぶ屋台の
数々！！！
到着したときちょうどメインイベントの
一つ、１日に数回に分けて
行われる福餅まきが始まっ
ており、すごい熱気。我が
☆インターナショナル・ケミカル社さん 班全員で協力して頑張り、受注量
を増やす事が出来ました。
職員一行月記
☆香梅社さん 箱折り作業と姫ナイフの封入作業を受注頂き、NGに気を付
「私事で恐縮です」
けながら作業を頑張りました。
☆ミネロン社さん PS219とPS211を受注させて頂いております。ＮＧや検
品に注意し班全員で協力して作業を進めました。
忙しい日々で毎日があっと ☆釜屋社さん シール貼り作業をメインに受注頂きました。短期納品を目
いう間です。
【Ｋ】
指し協力して作業を頑張りました。
☆自主製品
野田少年野球クラブ、河江小ミニバスケ部、北部東小サッカ
睡眠欲が止まらない【＊】
ー部、城山小サッカー部、小島小サッカー部、熊農高サッカー部、FCant
花粉症の兆し。
s、鶴城中水泳部、豊野小サッカー部、山ノ内小ミニバスケ部、米野岳中
【マグちゃん】
野球部、井芹中バレー部、田迎西小サッカー部、城西中サッカー部、鹿
本中野球部、友愛保育園、湖東中バスケ部、八代三中バスケ部、熊大附
まだまだ、ちーっとばっか
属中バレー部、氷川中バスケ部様よりご注文を頂きました。また、コウ
寒かです。
【知恵蔵】
ケン様よりくまモンテープキーホルダーを注文頂きました。
暖 か く な っ た ら 断 捨離 ! !! ☆生活介護 15日にバレンタインチョコ作りに挑戦しました。

!

だいぶ暖かくなってきまし
たね？
【ちーちゃん】

!

気分は下降気味です。【金】

!

【チキン】

３月の予定です!!
ぎょうじなど 11日 作業日
25日

熊本でお花見

はんばいかい 特にありません
もうすぐ春ですね♪
【ぱんだ】 じっしゅうせい ～4日 尚絅短大

２名

