たので 特に呼吸 法に力を 入れて
勉強い たしまし た︒人間 は心と
身体が 調和でき て初めて 健康で
幸せな 生活を営 むことが できる
そうで す︒おか げさまで 私は十
年ぐら い前から 台風発生 時期に
おける 呼吸困難 もなくな り︑す
っかり 健康を取 り戻すこ とがで
きまし た︒熱心 に親切に 教えて
いただ いた安岡 先生とヨ ーガ行
法に心 から感謝 しており ます︒
浜田 重彦さん 寄稿︵前 浜︶

男
男の
の料
料理
理教
教室
室
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今回 の男の料 理教室は 八月二
十三日 ︑初めて の土曜日 の開催
という ことで︑ 前回より はゆっ
くり食 事ができ ると思っ ていま
したが ︑メニュ ーが決ま った時
には少 し物足ら ないよう に思い
ました ︒他にも 同じよう に思っ
ていた 人が居り ましてア サリを
採って くる予定 になって いまし
たが︑ 残念なが らメニュ ーは増
えませ んでした ︒ところ が八月
二十三 日の夕方 予定通り 食事が
始まる と︑料理 を作って いると
き か ら い い 匂 い が し て いまし
た︒ニ ラ豚のニ ラの花が 甘くて
大変美 味しくそ の他の茄 子のタ
タキ︑ 卵がとろ とろにな りにく
かった オムライ ス︑ゆで 卵の花
一面の 野菜サラ ダも美味 しくて
充分す ぎるくら いで︑お 腹いっ
ぱいに なりまし た︒
今回 も失敗が なかった わけで
はなく ︑ゆで卵 は︑卵の 数が多
かった ことで半 熟だった こと︑
とろと ろオムラ イスが何 人分出
来たか な⁝とか ︑オムラ イスに
のせる グリーン ピースが 冷蔵庫
に入っ たままだ ったこと などが
ありま した︒私 はという と︑と
ろとろ オムライ スにかけ る卵を

作るの に熱した フライパ ンに卵
を入れ るタイミ ングとよ くかき
混ぜて から火を 止めるタ イミン
グが二 回目でな んとなく わかっ
た か な ！ と い う 料 理 教 室でし
た︒ご 馳走様で した︒
坂 本千秋さ ん寄稿︵ 金地︶

マ
マイ
イ孫
孫

私 達 に は 五 人 の 孫 が おりま
す︒葵 唯︵あお い︶六才 ︑遥香
︵はる か︶四才 ︑萌衣︵ もえ︶
三才︑ 悠夏
︵ゆ うか︶二才 の女の
子︑四 人と待望 の男の子 ︑飛羽
︵とわ ︶一才の 五人の孫 がいま
す︒皆 んなが集 まれば︑ 賑やか

になり ︑泣いた り笑った りして
皆楽し く仲良く 遊んでい ます︒
お互い に助け合 い︑優し く誰か
らも愛 される大 人になっ て欲し
いと願 っていま す︒
北 岡純一︑ 範子︵堀 ノ内︶

編
編集
集後
後記
記

今年 の夏は昨 年にも増 して︑
異 常 な 猛 暑 に 見 舞 わ れ ました
が︑
皆 様は如何 お過ごし ですか︒
九月半 ばを過ぎ てようや く暑さ
も峠を 越して︑ 少し過ご し易く
なって 来たよう ですね︒ 岩村ふ
れあい 祭りも今 年で第五 回を迎
え︑九 月六日︵ 土︶に開 催され
ました ︒
今年 は地域の 皆様の他 に旧岩
村地区 ︵現在の 香美市︶ や関係
機 関 の 方 々 に も 多 数 参 加頂い
て︑大 変盛大な お祭りに なりま
した︒ これから は本年度 後半に
入りま すが︑公 民館行事 に更に
積極的 に参加さ れます様 お願い
致しま す︒次回 の広報の 発行は
一月下 旬を予定 しており ます︒
今後共 ﹁岩村ふ れあい便 り﹂へ
のご投 稿にもご 協力をよ ろしく
お願い 申し上げ て︑編集 後記と
致しま す︒

