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多くの悲しみをもたらした東日本大震災 から
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１年が経ちました。
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じかん

再興にはまだまだ時間がかかりますが
ひ が い じょうきょう

君の名はと

たこく

きょくげんてき

たずねし人あり

そんな被害 状 況 とともに、他国では極 限 的

その人の 名も知らず
今日砂山に ただひとり来て
浜昼顔に きいてみる

な 状 況 のもとで、静かに整然と秩序を守る
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あ

日本人 の 姿 がたびたび取 り上 げられたりし
ました。
かんこく

夜霧の街 思い出の橋よ
すぎた日の あの夜が
ただなんとなく 胸にしみじみ
東京こいしや 忘れられぬ

しず

しんぶん

にほんじん

わ

せいしん

まな

韓国の新聞では日本人が和の精神を学んでい
ほう

るためだと報じたそうです。
さんじょう

たす

ささ

惨 状 のなかでも助けあい 、支 えあっている
かたがた

すがた

こころ

う

方々の 姿 には 心 を打たれます。
ふくおか

す

わたし

ちょくせつてき

ひがい

福岡に住む 私 たちには 直 接 的 な被害こそあ
海のはてに 満月が出たよ
浜木綿の 花の香に
海女は 真珠の涙ほろほろ
夜の汽笛が かなしいか

たす

おも

かなければと思っています。

ふゆ

「忘却とは忘れ去ることなり。忘れ得ずして
忘却を誓う心の悲しさよ」のナレーションで
始まるラジオドラマとして「君の名は」が放
送されました。放送時間の毎週木曜の夜８時
半からは銭湯の女湯が空になる・・
そんな話もながれたとか。
後に映画化され、佐田啓二と岸恵子主演で爆
発的ヒットになりました。主人公のショール
の真知子巻きは女性の間で大流行しました。

あ

りませんでしたが、これからも助け合ってい

お

つ

ちんちょうげ

あま

かお

冬の終わり告げる沈丁花の甘い香り、
かわい

きいろ

はる

おとず

かん

可愛いミモザの黄色に春の 訪 れ を感じます。
しあわ

つづ

ずっと 幸 せさがしを続けていきたいと
おも

思います。

り じち ょ う

みよし

理事長

三好 京子

きょうこ

福岡市と西日本鉄道は主要観光スポットを巡る日本初のオ
ーダーメイド・２階建てオープントップバスを導入し、3 月
２４日から運行を開始しました。
屋根のない２階の座席からは福岡市内の眺望を堪能できま
す。都心を走る赤バス、海の近くを走る青バスがあり決まっ
たコースを走ります。
料金は大人１,５００円ですが、乗車券を購入すると福岡都
心の路線バスと「ぐりーん」の一日乗り放題も利用できます。
車内では観光案内もあるので光と風を浴びながら福岡の街
を楽しんでみてはいかがでしょう。
乗車チケット

問合せは西鉄お客さまセンターまでどうぞ。
０５７０−００−１０１０

中央区のＫさんが赤いバスに乗ったそうです。
上から眺める博多の街なかはとても楽しかったとか。
途中で一旦降りて再度の乗車も可能です。
万が一雨が降った時はポンチョ（雨ガッパ）が貰えます

福博花しるべ 2012 ガーデニングショー
４月７日(土)〜15 日(日)
福岡市役所西側ふれあい広場
押し花、こけ玉、寄せ植えの体験やカフェコーナーなどがあります。
合わせて博多地区から天神地区の間に 10 万本のチューリップが飾られるそうです。
歩いて見るのもいいし、市役所前から二階建てバスに乗って見るのもいいですね。

５月３日・４日
今年も博多駅博多口そばに「博多駅前通り
どんたく広場」ができます。
長さ約 150m に渡る歩行者天国では他都市
からのどんたく隊や一般参加のダンスやマ
ーチングが行なわれます。
明治通りと両方観に行きたいですね。

★ボランティア活動について★
ボランティアとは自発的に無償で社会貢献をすることです。日本では古くから町内会や自治
会、消防団など地域に相互扶助の仕組みがありました。みなさんがお世話になっている民生
委員さんたちも社会奉仕活動で働いてくださっています。目の不自由な方に本の読み聞かせ
をする、公園のトイレ掃除や草取りをするなども身近にできるボランティアです。
福岡市とＮＰＯセンターで運営している「福祉自立型支援センター」では、
「自
分たちの暮らす町に感謝し、身近なところから町をきれいに」と、３月に町内
清掃を企画し多くの方が参加されました。まず、目の前の足元のゴミから拾い
上げる習慣がつけばいいなあと思います。
また、不定期で月に一度の海岸清掃も行っています。汗拭きタオルや軍手を手にたくさんの
有志が集まって、海岸に打ち上げられたゴミや空き缶を拾い集めます。
「ありがとう」「ご苦労さま」
ボランティアをしていると、よくこんな言葉に出会います。
ボランティアは人のためにするものだけではありません。
それに取り組むことで自己を成長させたり、人と人の絆を
結び、人生をより豊かなものに変えることができるのです。
福岡市の各区ではボランティアの募集をしています。
買物の付き添い、病院への通院時の付き添い、車いすでの散歩の介助、高齢者や障がい者の
話し相手や傾聴、施設内での囲碁や将棋の相手などボランティアしたいものをみつけて参加
してみませんか。
興味のある方はＮＰＯ事務所にご連絡ください。
新しい世界が広がるかも知れません ヽ(^o^)丿

端午の節句

豆知識

端午の節句は男の子の健やかな成長を祈願し各種の行事を行なう風習です。菖蒲の節句とも
言われ、菖蒲湯に入り無病息災を願います。
奈良時代から続く古い行事ですが、江戸時代にはいると徳川幕府の重要な式日に定められ、
将軍に男の子が生まれるとのぼりを立てて祝いました。
立身出世を願う男の子の節句が、最近では男の子の成長を祈るまつりへと変化してきました。
端午の日にはちまきや柏餅を食べる風習もあります。ちまきを食べるのは中国からの由来で、
柏餅は日本独自のものだそうです。
柏は新芽が出るまで古い葉が落ちないことから「家
系が絶えない」縁起物として広まっていきました。
５月５日は昭和２３年には国民の祝日としてこども
の日にも設定されました。

とうほく ち ほ う

やまがた

きょうどりょうり

しょうかい

東北地方・山形の郷土料理をご 紹 介
もうそうちく

み

そ

さけかす

に こ

つく

孟宗竹を味噌と酒粕でじっくり煮込んで作る
お い

じる

美味しいたけのこ汁です
材料

（２人分）

①

たけのこ

１本

しいたけ

２枚

厚揚げ

半枚

酒かす

大さじ３杯

鍋に大きめに切った筍とたっぷりの水を入れ火にかけます。
★アクを取りながら気長に煮てくださいね★

味噌、砂糖、酒、しょうゆ

②

筍が柔らかくなったら酒かすを入れ更に煮ます。

③

砂糖と酒を各大さじ１杯くらい入れ２０分くらい煮込みます。

④

次にしいたけと厚揚げ、好みの量の味噌をいれ、更に３０分く
らい煮て、フタをして一晩置きます。

⑤

朝にまた火をいれて３０分くらい煮ましょう！
食べる前の最後の煮込みに少しだけしょうゆを入れて出来上がり。
何度か火を通すともっと美味しくなります。たけのこは大きく切って
大盛りにして豪快に食べてください。

編集後記
ようやく暖かい春の到来︒寒い冬は
ズボラを決 めこんで 家のそう じも
サボり気味︒
﹁玄関は住 まいの顔 なので一 番先
にきれいにするところ﹂だとか︒
濡らした新 聞紙を小 さくちぎ って
撒き︑そのあとに箒で掃きます︒
小学生の頃 は茶殻や 濡れ新聞 を使
って和室のそうじをしてたなぁ・・
とちょっぴり懐かしい︒
せめて玄関 やトイレ は毎日き れい
にしなきゃいけないと反省です︒

先だって入 居者さん からつぼ み菜
と言う春の野菜をいただきました︒
初めて見るつぼみ菜に興味津々︒す
ぐに天ぷらを思い浮かべましたが︑
何より早く食べてみたい！！
事務所で軽 くスライ スして醤 油で
食べて見ました︒
う〜〜〜ん︑旨い！
春キャベツに菜の花に
たけのこにタラの芽な
ど美味しい旬の野菜が続々︒
しあわせだなぁ ︵Ａ︶

東北応援の気持ちを込めて︑
仙台の作業 所から乾 燥糸こん にゃ
くを買っています︒これが︑
煮物にしても︑鍋でもうまい！
食欲も目覚める春です︒
︵Ｋ︶

つぼみ菜

えいぎょう じ か ん

営 業 時間
げつよう

どよう

月 曜 〜土曜

９：００ 〜 １８：００
にち

さいじつ

やす

（ 日 ・ 祭 日 はお休みです ）
ふ く お か し ちゅうおうくくろもん

〒 810-0055

ばん

ごう

福岡市中央区黒門８番２号
TEL 092-725-3000

