楽
楽し
しか
かっ
った
た歴
歴史
史探
探訪
訪の
の旅
旅

去る ︑六月二 十九日︵ 金︶︑
総勢二 十四名︵ 女性十六 人︑男
性八人 ︶の参加 で香川方 面︵観
音寺市 ︑善通寺 市︶に公 民館の
視察研 修のバス ツアーに 出かけ
ました ︒
観音 寺の琴弾 ︵ことだ ま︶公
園では 有明浜の 白砂に描 かれた
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﹁寛永 通宝﹂の 巨大な砂 絵は山
頂から の全景は 圧巻でし た︒こ
の銭形 を見れば ︑健康で 長生き
し︑し かもお金 にも不自 由しな
くなる と伝えら れている そうで
す︒
世界 のコイン 館では︑ 珍しい
世界の 貨幣や日 本の貨幣 が無数
に陳列 されてい ました︒ 一億円
の擬似 のお札︵ ｋｇ︶ をヨイ
ショと 持ち上げ て一瞬大 金持ち
の気持 ちになり ました︒
観音 寺から善 通寺にバ スで移
動して ︑昼食は 讃岐のう どんに
舌鼓を 打ちまし た︒さす がは本
場のう どんだけ あって﹁ こし﹂
もしっ かりして いて﹁た れ﹂も
旨みた っぷりで した︒
陸上 自衛隊善 通寺の駐 屯地の
建物は 百十年前 に建設さ れたも
ので初 代師団長 の乃木中 将をめ
ぐる時 代の歴史 をたっぷ り勉強
しまし た︒この 駐屯地に ある︑
今 で は 殆 ど 使 わ れ て い ない戦
車︑装 甲車︑飛 行機やヘ リコプ
ター等 のいわれ をガイド に詳し
く教え てもらっ た後で︑ ヘリコ
プター の操縦席 に座って ︑ちゃ
っかり ︑ハイポ ーズ！で スナッ
プ写真 を撮りま した︒
最後 は善通寺 の寺院で 自由に
お寺の 見学をし たり︑そ れぞれ
﹁お願 ﹂を掛け たり最後 のお土
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産をい っぱい買 って旅の 終わり
をゆっ くり楽し みました ︒そし
て三時 に帰途に 着き︑予 定通り
五時に 岩村ふれ あいセン ターに
帰って きました ︒
解散の 時︑﹁あ
あ︑楽 しかった ！こんな 旅行な
ら何回 でも行っ てみたい ねえ・
・・﹂ の声が聞 かれまし た︒
近 森孝一さ ん寄稿
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私が 台所に立 つように なって
から半 世紀にな る︒両親 の仕事
の都合 で中学生 の頃から ︑妹と
二人で 時々食事 を作って いた記
憶があ る︒二十 一歳の時 ︑母を
病気で 亡くして からもず っと・
・
料理 教室では 家庭で作 るのと
は違っ てレシピ が決めら れてお

り︑調 味料の分 量︑作り 方の説
明があ る︒私達 が集まっ た時︑
既に下 拵えが出 来ている 物もあ
った︒ それぞれ の班に分 かれ︑
ご飯を 炊く準備 に係る人 ︑鶏の
ササミ を茹でて 裂く人︑ 粉寒天
を溶か し砂糖豆 乳を入れ る男の
人︑そ うしてい る内︑﹁ 梅味サ
ラ ダ が 出 来 た よ ！ お 皿 を出し
て﹂と 声が掛か る︒お皿 ︑テー
ブル︑ 椅子の準 備が出来 て残り
三品も 仕上がる ︒館長さ ん︑推
進委員 さんを中 心に試食 の時間
になる ︒
減塩 ︑ヘルシ ー︑甘さ 控え目
でその 上食材が 安全に作 られて
いれば ︑身体の ために最 も良い
事だと 思います ︒又機会 があれ
ば参加 したいで す︒
大畠 登美子さ ん寄稿

