一つの 目的︑
道 の駅
﹁ 布施 ヶ坂﹂
と﹁か わうその 里﹂でお 土産を
買って ︑予定通 り午後五 時前に
帰って きました ︒
出発 前には乗 り物酔い をしな
いか心 配をして いました が︑天
候もよ く︑運転 手さんの 優しい
ハンド ル捌きの おかげで ︑酔う
ことも なく楽し い一日を 過ごす
ことが 出来まし た︒また 機会が
あれば 参加した いです︒ お世話
から国 道四三九 号を北進 し︑国 に な り あ り が と う ご ざ いまし
民宿舎 ﹁天狗荘 ﹂に向か いまし た︒
岡 崎潤子さ ん寄稿
た︒途 中︑車中 から見え る山間
の景色 はすばら しく心と 体が癒
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されま した︒ま た︑風力 発電の
挑戦
戦！
！
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大きな 風車を見 ることも 出来ま
した︒
天狗 荘に着く と隣のカ ルスト
学習館 で︑四国 カルスト の形成
の仕組 みと︑天 狗高原や 周辺の
山々︑ そこに咲 く高山植 物・花
木や生 き物など の勉強を しまし
た︒み んな揃っ ての美味 しい昼
食後に ︑往復２ ０００ｍ ・道幅
2ｍ・ ロードに は足に優 しいヒ
ノキの チップを 敷いた︑ セラピ
ーロー ド﹁カラ マツ林コ ース﹂
で紅葉 を楽しみ ながら心 地よい
汗をか きました ︒帰りに はもう

岩村 の皆さん こんにち わ︒陣
山の野 中と申し ます︒
先日 は︑岩村 公民館で 行われ
ました ﹁男の料 理教室﹂ に参加
させて いただき ありがと うござ
0数
いまし た︒当日 の参加者 約1
人︑ま ず炊き込 みに挑戦 です︒
米をと ぎ水加減 し具を入 れてス
イッチ オン︒
次に 本日のメ イン︑鰹 のたた
きに挑 戦です︒ 鰹を三枚 におろ
す所か らです︒ なれない 包丁に
ハラハ ラドキド キやっと たたき
の完成 です︒炊 き込みも うまく
炊き上 がり︑お 酒を飲み ながら
の試食 会となり 岩村地区 の大勢
の方が たと親し く交流出 来たこ
と大変 うれしく 思います ︒
これ を機会い ろんな企 画に参
加した いと思い ますので よろし
くお願 いいたし ます︒

ワラで火あぶり
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紅葉 をたずね て私は︑ 昨年十
一 月 十 日 岩 村 地 区 健 康 づくり
﹁秋の 歩こう会 ﹂で︑日 本三大
カルス トのひと つである ︑四国
カルス ト標高千 四百八十 五ｍ津
野町の ﹁天狗高 原﹂へ行 きまし
5名と多 く夫婦
た︒参 加人数は 3
での参 加も5組 ありまし た︒
島崎 会長さん より︑日 程説明
と歩こ う会の目 的は健康 づくり
とお買 い物ツア ーですと お話が
あり︑ バスは八 時三十分 頃に岩
村ふれ あいセン ターを出 発しま
した︒ 南国イン ターより 高知自
動車道 を使った ので︑須 崎道の
駅﹁か わうその 里﹂まで は五十
分ぐら いで到着 しました ︒ここ
でトイ レ休憩と しますが ︑昼食
時間の 調整のた め少し長 めに休
みます ︒それと ︑帰りに もう一
度寄る ので︑お 土産はそ の時に
と 説 明 が あ り バ ス を 降 りまし
た︒し かし︑戻 ってきた 時には
土産を 手にして いる人が 何人も
いまし たので︑ さすがお 買い物
ツアー だと思い ました︒
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