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鬼は外～！福は内～！
～ 今月の1枚 ～

節分！鬼を追い払おう！！
様に投げていただきました。
普 段は温和な入居 者様も、今日 ばかり
は真剣な顔で鬼に扮した職員に豆を投げ、
大喜 びでした。「鬼 の格好が良く 似合っ
てた よ」「また来年 もやってね」 と皆様
に喜 んでいただき、 今年の豆まき も、無
事大成功で終える事が出来ました。

めったに雪が降らない太田市

邪 鬼を払い、厄を 落とし、今年 一年を
２月３日、今年もやってきました、ラッ

ですが、今年は記録的大雪が
降りました。連日雪かきに追

健康 で幸せに過ごせ ますよう願い を込め

パ ーズ太田の恒 例行事。節分 は昔から慣

て！そ してま

れ親しんだ伝統的な季節の行事です。

た来年 も、楽

「まめ」な動 きが健康の秘 訣というこ

しい節 分を迎

と で、節分では 豆をまくよう になったと

えられ たら良

い う説もありま すが、今年は 「玉入れの

いなと 思いま

玉 」を大きな豆 に見立てて、 入居者の皆

す。（T.M）

われ、様々な被害も出て雪国
に住む人々の大変さを少し知
ることとなりました。春が待
ち遠しいです。

ひなまつり

人形技術の

誰も が思 うこ とで しょ う 。い くつ に

発 達 と と も に、 なっ ても 、美 しい 雛人 形 の柔 らか な
「知 らざ りし 大海 の原 に流 れ来 て
ひ とか たに やは もの は悲 しき 」こ れ

した 。こ れが 日本 のひ なま つり の原

流すヒトガタ

微笑 みを 見つ めて いる と 暖か い気 持

型であったと言われています。

から飾る人形

ちに なる のは 、親 がい つ も自 分の 幸

は 、源 氏物 語の 「須 磨」 で光 源氏 が

現 在で は華 やか で楽 しい お祝 いの

へと変わって

せを 願っ てい てく れた こ と… 自分 の

お 祓い のた めに 船に 人形 を乗 せて 流

日で すが 、も とは お祓 いの 行事 だっ

ゆき、豪華な

娘が 生ま れ、 どう か幸 せ にな って 欲

し 、そ れを 見つ めな がら 自分 の身 の

たの です 。こ の上 巳の 節句 が江 戸時

も のが 好ま れる よう にな った そう で

しい と思 いな がら 大切 に 育て てき た

上を詠んだ歌です。

代に なる と、 徳川 幕府 によ って 「五

す 。女 の子 が生 まれ ると その 子の 形

こと を思 い出 すか らか も しれ ませ ん

古来 中国 では 、上 巳の 日（ じょ う

節句 」の ひと つに 定め られ 、「 人日

代 （か たし ろ） と考 えて 飾り 、「 災

ね。

し のひ 。三 月の 巳の 日の こと ）に 川

の節 句」 「端 午の 節句 」「 七夕 の節

い がふ りか かり ませ んよ うに …ま た、

で 身を 清め 不浄 を祓 う習 慣が あり ま

句」 「重 陽の 節句 」と 並ぶ 重要 な年

よ い結 婚に 恵ま れて 幸福 を得 られ ま

し た。 この 風習 が平 安時 代頃 日本 に

中行 事と なり まし た。 もと は男 女の

す よう に」 と願 いを こめ てお 祝い す

伝来 し 、紙 製の 小

区別 なく 行わ れて いた 行事 です が、

るようになりました。

さなヒトガタを作っ

端午 の節 句が 男の 子の 節句 とし て祝

いつ の時 代も 健康 で幸 せに 暮ら し

て川 や 海に 流す こ

われ るよ うに なっ たこ とに 対し て、

た いと いう 思い は同 じ。 まし て自 分

とで 厄 災を 祓う 行

上巳 の節 句が 女の 子の 節句 とし て定

の 子供 には 、ど うか 難な く幸 せな 一

事と し て広 まり ま

着してゆきました。

生 を送 って 欲し いと 願う のは 親な ら

マイベスト～私の○○～！
私がジョ ギング をして いる
事 は、昨年 11月 号のラ ッパー
ズ 便りでも 紹介さ せてい ただ
き ました。 現在も 、週3・4日
の ペースで ジョギ ングを 続け
ています。
と い っ ても 、 今 年の 1 月下 旬、
イ ン フ ルエ ン ザ にか か り 、 2
週 間ほど休 んでし まいま した。
一昨年の 10月 からジ ョギン
グ を始め、 今では すっか り習
慣 化してい ます。 いつも 仕事
の 帰りに走 ってい ます。 走ら

なか っ た日 は 、
罪悪感とい うか、
何と な く変 な 気
持ちになり ます。
雨で も 降っ て い
れば 別ですが …。（ 堂々 と休
めるといった感じ。）
走 れる距離 がだん だん 伸び
てい くのが楽 しみで 、達 成感
が あり ま す 。 始め は 1周 し か
走れな かった のが、 2周 、3周
と 増え 、 現在 、 8km 程走 れ る
ようになりました。
今年 は、マ ラソン大 会10km
の部出場を目 標に頑張ります。
（Y.K）

スタッフより一言
我が家の孫は1670ｇと小さく生
私 の おす すめ は「 ぬか 漬 け」 です 。
何 年か前から 漬けてみた いと思っ てい
た の です が、 3日坊 主の 私 に続 けら れ
る か不安だっ た為、手を 出せずに いま
し た。今回結 婚を機に「 素敵な奥 様」
に なる為には 漬けものく らい漬け られ
る ようになら なければ！ と決意し まし
た。まずは、大根と人参を漬けました。
意 外 にも 白 菜
が 美 味し く で
き ま した 。 旦
那 さ んに も 大
好 評 です 。
（M.T）

まれ ました が、 元気に 育っ て4才
になりました。例えようのない可
愛さです。最近、週末にお泊りに
来るようになりました。泣かない
ようにと遊び、遊ばれます。お迎
えが来てもなかなか帰ろうとせず、
「帰んないもっとじいじいとばあ
ばあと遊ぶ！」としがみつき「悲
しい」と泣かれた時は、抱きしめ
て泣いてしまいました。本当に孫っ
て可愛 いもの ですね 。
こ れか ら の 成 長 が 楽
しみです。（M.M）

ラッパーズ太田の行事や日常風景を写真にまとめました。

「寿司バイキング 」

「地域交流事業～万葉集を楽しむ会」
今月の地域交流事業は作家で、経営コンサルタントでも
ある「あいざいやゆう」先生をお招きして、「あいざいや
ゆうと万葉集を楽しむ会」を開催しました。先生の「万葉
集を楽しむ会」は、各地で開催されており、受講生は合計
160名にものぼる大人気セミナーです。万葉集を草花の観
点から詠み、その時の思いや願いを感じ取るという先生の
セミナー。今回は「馬酔木（あしび）」を詠んだ句をもと
に、その歌の背景を分かりやすく解説
していただきました。参
加者の皆様も、とても熱
心に聞いており「分かり
やすくて楽しかった。」
と好評でした。

入居者様も職員からも大好評、寿司バイキング！今回ご用意
したネタは、「マグロ・いくら・ほたて・甘海老・サーモン・
マグロたたき」です。柔らかめのシャリで食べやすく、たくさ
んおかわりしていただけました。小さなてまり寿司はお花の形
に盛り付けました。可愛らしく、食欲も増しますね。巻物も大
人気！食べ過ぎてしまいます。

「麻雀クラブ」

「雪だるま」
水曜日の午後に「麻雀ク
ラブ」を開催しています。
週を追うごとに新しいメン
バーが増え、毎回、真剣勝
負が繰り広げられています！

二階屋上庭園に積もった雪で、
入居者様と一緒に大きな雪だる
まを作りました。なかなかの出
来栄え！これはもはや芸術作品
ですね！

「恵方巻き」

「みんなでお茶会」
節分のお昼ご飯は恵方巻！煮
アナゴ、さくらでんぶ、厚焼
き玉子、菜の花、かにかま、
煮椎茸を海苔の代わりに錦糸
玉子で巻きました。食べ応え
たっぷりで美味しいですよ！

一階のカウンターで、いろ
んな階の入居者様達が一緒に
コーヒーを飲まれている風景
です。一人で飲むより皆さん
と一緒に飲む方が美味しく、
楽しいですよね。

これが砂糖なら
嬉しいな」

偲ぶ大雪

Ｅ・Ｙ

黒土を探す

せきれいは

（キラウエア観奈子のハワイアンヨガ）

幼き故友を

２６日（水）地域交流事業

とじこめられし

窓辺に近き

２０日（木）お彼岸メニュー

文芸コーナー

「初雪や

大雪に

３日（月）ひなまつり

Ｅ・Ｙ

【四方山話】 ▼ 粋な 姿で 町並 み歩 き、 町民 た ちの 身
近で 過ご す。 大岡 越前 と並 ぶ時 代劇 の人 気 者。 遊び 人
は仮 の姿 、悪 人が いれ ばす ぐ参 上。 「こ の 桜吹 雪が 目
に入らぬか」で 有名な、遠山の 金さんこと遠山 景本
（と おや まか げも と） が北 町奉 行に 任命 さ れた のが １
８４ ０年 の３ 月２ 日の こと 。▼ 金さ んと い えば 背中 の
「桜」 。英語 でい えば「
（チ ェリー ブ
Cherry
blossom
ロッ サム） 」だ が、 近年 では 日本 語から 「 sakura
」と
呼ば れる こと も増 えて いる そう 。日 本人 に とっ て特 別
な存 在で ある 桜。 それ を慈 しむ 心が 、世 界 から も美 し
いと 認め られ てい るよ うだ 。▼ ３月 末か ら ４月 にか け
て満開となる桜はちょうど年度始めということもあり、
人生 の転 機を 彩っ てく れる 。卒 業式 、入 学 式、 入社 式
…。 新た なス ター トを 切る 時、 満開 の桜 が そっ と背 中
を押してくれるはず。

☆3月の予定☆

【編集後記】先月は関東地方にも大雪が降り、交通機関や食料流通に大きな影響がありました。東京では45年ぶりの大雪だったそうです。
実家では従業員が集合しており、材料置き場や家の雪かきに苦戦していました。私も手伝いましたが、体力のなさを痛感してしまい、しば
らく体のあちこちが痛かったです。下旬には桜が咲き始める頃ですね。埼玉県の花見スポットでは幸手市にある「権現堂」をおすす
めします。夜桜が魅力的で大好きな場所です。ぜひ行ってみてください。
（中村工業）

