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皆さん明けましておめでとうございます。

今年はどんな年にな りますか.元号は 4月 に発表されるそうです。特に生活に影響は

無いと思いますが、平成ということになれているせいか、やはり落ち着かない気が し

ます。ある講演で講師の先生が 「1月 1日 の日の出と 12月 31日 の日の出には違いが

ない」「違いがあるのは見る人の気持ちだ」と言っておられました。

やはり気持ちの持ちようが大切なのだと思います。
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工士

技工士会のイベントヽ クリーンパーク吉峰でバーベキュー

をしました。久しぶりに会えた人もいて、楽しく過ごすことがで

きました。パーベキ■―の後は、パー7~」ルフもしました。

私は初めてでしたが、なんとが 2打でホールに入れることがで

きたりと、まあまあの成績でした。

思い出に残る 1日 になりました。(成冨)

はちみつはなぜ腐らないか ?
ハチミツは非常に精度が高く、

腐敗菌などの微生物蔭ヽ 動する
ための水分を招果できないから
で、砂糖などと同じ理由です。
またハチミツは強い酸性の為、
微生物が生存することが難しく
これらの理由l‐ よリハチミツの
中では、微生物が繁殖でき,理
論上腐らないといわれています。(10月 D

飛行機はなぜ飛ぶ ?
ジヤンボジェットがどうして飛ぶのか?揚力と推進力によって

飛ぶのです。揚力は日の形状を上面と下面で変え、上面の空気を
下面よりも速く流す事ヽ 空気の圧力が下面よりも小さくなり発
生します。担遣力はプェットェンジツヽ 空気を前方から吸い込
んで 後万へOIき 出すことで発生します。この時に吐き出す速度
を速くすることで、より大きな推進力を得ることが出来ます。し
かし、あの大きく重い鉄の塊のように思えるジヤンボブエツトで
すが、大きさと質量を200分の1にすると、全長382cm、 全高
975cm重墨55gと なるようです。意外に軽いと言うことにあ分か
りいただけるこ思います。(細
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おすすめスポット

宮る 県荘箕含● レクー

=Lガ ガーテレ
10月下旬から

'1月
上旬まで、薔薇が見頃ということで行つて

きました。

他には、本館と展示温室があり、展示温室では、亜熱帯植物や洋ラ

ンが植え
「
‐れています。重熱帯植物は、力強い生命力や迫力が感じ

られ、洋ランも種類が色々あり、可機さを感じました。
インクリッシュガーデンをイメージした庭園もあり、池には金

魚がたくさんいて、大きな鯉も何匹もいました。橋もかかっている

のヽ 渡るとよく見えて、より楽しめます。

入園は無料ヽ 鉢L~植えられた花や、多肉植物を買うこともできま

す。

入園料*無料

開日時間*9時～ 16時

休□曰*毎週火腱日(火曜日饉祝 日の場合はその翌日)

年末年始 千2月 29曰 ～ 1月 3日
〒9391383 砺波市高道 463 1tL 0763つ 21187
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紅葉も見ることができましたし、季節それぞれの花を楽しみな

がら散策するのに、あ勧めです。01岸 )

わつはつ歯保楽g,3
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花こぜん
今回は 南砺市福野の食事

処花ごせんを紹介 します.

ここの特徴はなんと言っても

メニューl「 豊富さです.麺類

まもちろん、8定食あり、鍋物

あり、和食中′らですが、ハンバ

―グやエビフライ等のメニューも充実しています。席も小クルー

プから、宴会まで人数にあわせてこ々な席があり 2階には宴会

も出来るスベースがあります。あ近くにお越しの際に立ち寄つて

みては ?(禰
'D

マイベツト

我が家には5歳になる雌猫がいます.

名前は「ミーコさんJ

子猫の頃から何故か家に居首き、そのまま家族の一員となりま

した。柱括はとても温厚で大人しいのですが、たまにモグラやト

カケを捕まえて家こ持ち帰って来ます.

猫は飼い主へ感・llの気1寺ちをこのような方法で伝えてくれると

間いたことがありますが…

少し困つてしまうことでもあります.

そんなミーコさんですが、家族みんなを癒してくれる大好きな
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辻四郎ギターエ房
南砺市の五箇山こある辻四Rβギつ一工房は、ギ

'―
を中心とした楽器を製作している工房です。

この工房で作られるギ
'一

は、一人のギター蛇人が一本一本オールハンドメイドで製作されて

います.50年以上にわたり自1意工夫を重ねて産み出された技術は、キフリストなどから高い支持

を得ています。(岡 83)

ホームベージ http://tonami―dに」p/
普段あまり矢]る機会の無い トナミデンフ

ルの取り組みや 社員の仕事の様子など

メールアドレスinfO@tonam卜 dLjp を見ることが出来ます.

ぜひこ覧ください。
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