３月25日現在
ソメイヨシノの状態｢枝です｣

ほどほどに･･･と言う場面もありました。さて、本来
の花見ですが･･･なんとかやっと山桜が2本ほど
咲いていたので咲いている桜の前に全員で移動
し、花見ですよ～!!と、集合して写真を撮り、なんと
か花見が出来ました（笑）また、熊本城をバックに
集合写真を撮り、熊本城の早期修復を願いました。
花見の感想はいろいろでしたが…。

ヤマザクラ
さん、花を
ありがとう

行事の数日前から天候が怪しく、頭の中で、てる
てる坊主への当日の快晴と桜の開花をお願いして
ましたが、残念ながら･･･小雨＋肌寒い＋桜ほぼ咲
いてません!!!の状況でした。しかしながら、徒歩にて
熊本城行きをピストン移送に変更し、なんとか現地
へ到着し、小雨も降り止んだ中で花見とお城まつり
協賛のイベントである「よさこい祭り」「食のコーナ
ー」を楽しみました。よさこい祭りでは県内だけで
なく、多くの県外のよさこいの団体が参加され、さ
まざまな衣装を身にまとい、オリジナリティ溢れる
踊りを披露されてました。食のコーナーでは、肥後
の赤牛、天草大王、馬肉の串焼き、馬すじのカレー、
辛子蓮根などなどで盛り上がっていました。買う前
に試食で元を取りそうな勢いもあったので、試食も
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戯 れ 言 を徒 然

坂本が

それ、どこ？

と

最近、 テレビ、 新聞等 でもご覧にな
っ た方も多 いと思 いますが 、先日３月
４日（ 土）に 母校「熊 本県立 河浦高等
学 校」が ６７年の 歴史を 閉じる閉校式
があ りました 。亡き 父が第１ 期生だっ
た ことも あり閉 校式典、 感謝の集いの
両方 に参加し ました 。閉校 式典は、五
百人以上 の参加 でしたが 、単純に６ ７
で割 っても なかなか 同窓会 レベルまで
の人は 集まるは ずもな く、来た 同級生
は十名程度だったでしょうか。
と、閉 校式ま で行く人 だから、さぞ
や 楽しい 高校生活 を送っ たのだろうと
想像さ せる冒 頭です が…。何 なのでし
ょう。良い思い出が全く思い出せない。
思い 浮かぶの はきつ かったこ と、怒ら
れたこと が先に 立つ。今 思えばうちの
高校 は不思 議な作り で、敷 地のど真ん
中に道 路と川が 通って いました。 校舎
の西 側に橋 を渡っ てグラン ドや駐輪場
に行っ ていまし た。そ して、 わからん
だ ろうと駐 輪場で 悪さし ていると、校
舎からハンドマイクで「ちょっと来い」
と 呼び出 されてい た、そ んな記憶しか
思い 出せない 。しか し、そん な記憶ほ
ど良き思 い出と して残っ ているという
こと は、そ れもひっ くるめ て楽しかっ
たのでしょう。
平成 １４年 に中学校 が統合 され、名
前こそ 変わりま せんが 「旧河浦 町立河
浦 中学校」 は４２ 年で消滅 しました。
平 成 ２ ５ 年 に は 、「 天 草 市 立 新 合 小 学
校 」が統 合され河 浦小学 校になり１３
８年の 歴史に 幕を閉 じました 。そして
本 日、平 成２９ 年３月３ １日をもって
河浦高校は無くなります。
ひとこと で過疎 といいま すが、過疎
によ って人 々の記憶 の中か ら多くのも
のが消 えていく のも、 また現実 です。

2017.3.31
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ご注文頂いたオリジナル
キーホルダーを一部ご紹介

武蔵小ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ様

熊大附属中女子
バレーボールクラブ様

ＹＭＣＡ
フットボールクラブ様
ＳＩＥＧ
サッカー
クラブ様

ご注文
ありがとうございました

新担当です！よろしくお願いします」
生活介護
就労継続支援Ｂ型
池端
杉本
片岡
藤本 美和 渡邊 康代 立坂
拓 赤星 知宏 中村 仁志
村上 貴広 林
桂信 園田 龍一 小迫 茂功 赤星てるみ
中塩屋 巧 渡邉 由彦 西
純一 東矢 修司 岩下 朋子
清田 祥広 有働 夕紀 山本 瑞樹 吉田 篤史
茶屋道大輔 河野 浩一 友井
愛 中村 雅広
松本 僚亮 澤田みつる 西
省二 金丸 昌平
（敬称略）

!

暖かい気候となり、動きが
活発になってきました。
【Ｋ】

!

春だ！花見だ♪花粉症(涙)
【ぱんだ】

!

「私事で恐縮です」

!

手作りを楽しんでます。
【＊】

☆釜屋社さん ごま封入とシール貼り作業の受注を頂きました。Ｎ
Ｇに注意しながら班で協力して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 素材の破れ、段差に注意
し丁寧な折り返しが出来るよう作業を進めました。
☆香梅社さん ＮＧを出来るだけ減らすよう注意して作業を頑張り
ました。
☆ミネロン社さん 多くの素材を受注させて頂いております。繊維
物の混入に気を付けて作業を進めました。
☆自主製品 宇土東小ミニバスケット部、熊本ＹＭＣＡサッカーク
ラブ、熊本バレーボールクラブ、ＳＩＥＧ、武蔵小ミニバスケッ
ト部、ＵＫＩ－ＣＦＣ、菊鹿サッカークラブ様よりご注文を頂き
ました。
☆生活介護 フルーツキャップ作業を頑張りました。

!

今更だけどＳＮＳでも始め
ようかと悩む春。
【マグちゃん】
花粉症がきつかです。
【知恵蔵】

! ! !

今 日で年 度納めとなりました。一年 間お世 話になりま
した。新年度もよろしくお願い致します。

職員一行月記

動悸が･･･

【チキン】 ぎょうじなど

痩せる努力をします。【金】

４月の予定です!!
8日 調理実習
22日 作業日

はんばいかい 特にありません
春になり、気分もルンルン
です。
【ちーちゃん】 じっしゅうせい 特にありません

パエリア＆クレープ

