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「あぜの とらあ と」

白米千枚田は、2011年に世界農業遺産に認

定された棚田です。「日本の原風景」と呼ば

れ昔ながらの農法が現在でも行われています。

四季折々、違う風景が見られますが、10月 か

ら3月 は、2万5千個のLEDでライトアップされた

イルミネーションイベントが開催されています。

千枚田の夜の風景は初めて見ましたが、幻想的

でとても美しく感動しました。 (小西)
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今年 9月 21日 (土)にマンボウ高岡|こ て行われました。

過去には、砺波の自山ボウルで行われたこともあつたので

すが、かなり久々のボウリング大会となりました。

昨年は、能作|こ て工場見学、一昨年は匠の里にて陶芸体験

でした。

仕事柄運動不足になりがちなのですが、この日は和やか

な雰囲気で、心地よい汗をかいて親睦を深めました。

世代間でかなり実力に差が出、優勝は島田課長でした。

(山岸)
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義歯名入れ
10月 6日 (日 )に特別養護老人ホーム香野苑にて歯科保健ボランテイア

の一環として、義歯の名入れを行いました。利用者さん 9名分の入れ歯 |こ

名前をテプラで作り、埋め込む作業です。これで入れ歯の取り違いを防ぐ

ことができるようになると思います。誰かの笑顔 |こつながる事だと思うの

で今後も継続したいと思います。 (加賀)

‐暉颯鉤
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本の紹介

最近、東読んでいないなあなんて思つていましたので書店で日を

ひいた小説があつたので何冊弁買つて読んてみました。

tし t気になるものがあれば、読んでみてくださいね。 (黒田理)

誉田 哲也

普段、私たちは知らないことの方が多いかもしれません。特に壁察

組織の中の捜査方法、捜査技術の開発であつたり。とある事件捜査区

もたらされた「出所が曖昧なタレコミ」、これがきつかけとなつて事

件が一気に解決 |こ 向かつてい<が、その出所が曖昧であることや、情

報の出所を秘密 |こ しておかなければならない警察内部の事情や配慮

と縦社会意識・・・。駅々と起きてい<事件とのそれらの関わりと

はどんなもの |こ なつてい<のか ?

そして、私たちが知らない間に捜査技術は進化していき、それをき
つかけ|こ「プライバシー」をキーワードに私たちが想像もしていない

世の中|こ いつの間|こ かなっていたとしたら?テクノロブーが進化し

た世界で起こりうるトラブルを私たちは予想やリスクヘツジをする

ことができるのか ?そういった想定の範囲外の物語の展開に、怖さ

と怖いもの見たさが同居して先へ先へとこの本を読み進めてい<こ
と|こ なると思います。

「生命式」   村田 沙耶香

この本を読あときは食事の前後などは気分が悪<なる可能性

があるので気を付けて読み進んでいただきたいと思います。

そして、短編集だから比較的に読みやすいと思われるかもしれ

ませんが、そうでもありません。この短編集の中|こ は「生と死」に

対してニュートラルに見ている感覚が人によつては極端な感情

で胸が痛くなることがあると思いました。「今のこの世界の中で

生きる人」にとっては読み進むのに勇気がいる物語がここにはあ

ります。そして、私たちは現実世界の困ったあの人も突飛な言動

のこの人も「なんだ、まともだつたな」と思ってしまうかもしれま

せん。そういつた物事の見方を大き<切り開いてい<力がこの本

にはあると思います。

「人間」   又吉 直樹

この小説を読んでい<中で若い人達の人間関係がいびつ|こ な
ってい<様は、自分|こ もかつて、あつただろう「うかつさ」だった

り、「青臭さ」だつたり。中途半端でその後|こ ついて想像が及ば

ないが為の危うさが温れています。同じ経験なんてないけど、そ

の行動|こ は「人間」であるが故の性と出来事に対する反応に「僕

達は人間をやるのが下手だ」という帯にある文言に対して私は

大き<うなずいてしまいました。

物語が展開してい<|こ従つ

て、そのこそばゆさを体感じ

てい<ことになるのですが、

私はまだ終わりには・・・・

到達できていません。あと 5

分の 1・ ・・・。もうしばら

<悶絶しながら読み進めた

いと思います(笑)

奉親 令和 tあ ころ派●

神社や寺院を身近なもの|こ したバワースポットブーム。

その影響もあつてか、これまで少しハードルの高かつた

「御朱印」が注目を集めるよう|こなりました。御朱印を目

的|こ参拝する人も増え、御朱印に関する書籍や御朱印帳

を販売している寺社、―般の店舗なども多<見かけます。

友人|こ影響を受け御朱印帳を手|こ入れた矢先、元号が平

成から令和|こ変わりました。令和元年と記された御朱印 ・
を頂<事 |こちよつとしたプレミア感を覚え、時間を見つ

けては神社、寺院|こ足を運ぶよう |こ なりました。世界遺

産や国宝 。重要文化財に指定されている建造物も多<、

特別公開を調べてみたり、イベントの開催を調べて、その

日をめがけて参拝の予定をたててみると非常 |こ 忙しい 1

年となりました。もちろんマナーや礼儀は必要であり、厳

粛な雰囲気が漂い日常を忘れられる場所ではありますが、

四季の移ろいを愛で、′b癒される瞬間もあり良い骨休め|こなりました。

また、神社では天皇陛下御即位の奉祝の旗が掲げられており、お祝いムードを肌

で感じる事ができました。

・・ 。あ参りのおかげでしよう

『天皇陛下御即位をお祝いする国

民祭典』の一般公募に当選し、参加

することができました。直|こ天皇陛下のあ声を拝聴するこ

とができ万歳三唱で令和元年をお祝いできました。

良い思い出になりました。 (渡邊)
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□―プの結び目から生まれた、
船の速力の:li饉 「ノット」

船の速力を表すのに使われる単位としておなじみの「ノット」。もともとの意

味は、ひもや□―プの結び目のことだ。それが船の速力を表す単位として使わ

れるようになったのは16世紀頃のこと。□―プ|こ 5フ ァゾム(1フ アゾムは6

フィート、つまり1.82メートル)ごとに結び目をつくつておき、先端にブイを

つけて□―プを海に流し、30秒間に繰り出す結び目の数で船の速さを計算し

たというのがその由来だという。

しかし現在では、時速 1ノ ツトの速力は1時間|こ 1海里進ぬ速さを意味する

よう|こ なつている。1海里というのは地球の中心角1分 |こ相当する地球表面上

の平均距離で、メートル法でいうと1852メ ートルになる。さて、船が自動車な

どのように時速何キロという単位を使わず|こ、わざわざノットを用いるの|こ は

理由がある。海図の上で距離を調べる場合、図法上の問題で、地図上の距離|こ縮

尺率の分母を掛けても実際の距離は正確|こ つかめない。しかし地球の中心角な

ら海図上の緯度と経度の線を用いて、A地点からB地点までの中心角を容易に

割り出せ、そこから海里単位での直線距離が

簡単|こ計算できる。海里と密接な関係にある
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船 |こ まつわる蕩畜 ラーメン

スイーツ

今年を振り返つて

今年で技工■ |こ なり 2年目|こ なりますが、昨年と比べてできることが増えてきました。さらなる経験を積み、要望に応え

られる仕事ができる様にこれからも精進してゆきたいです。 (津田 )

鮎

議

塩、味謄いずれのラーメンも鶏ガラスープ|こ鶏チヤーシュー

入りで、スープは、濃厚な白湯スープ又はあっさり端麗

―プで、どちらもしっかりと鶏のダシがしみだしており、

そのこだわりの程がよく感じられます。

近年、健康のためラーメンのスープは飲み干さない様 |こ気を

けているのですが、濃厚鶏そばも、塩鶏そばも気が付<と全部

でしまっていました。ともか<これほど鶏 |こ こだわり有りと

言って、その通りに鶏を味わわせて<れるラーメン店はそうは無

い様 |こ思います。個人的には県内屈指の店|こ数えています。(竹田)

琥珀
高岡市野村のラーメン店。

強<こだわったお店。

【住所】高岡市野村702

【営業時間】昼11:00～ 14:15

夜17:30～ 22:00

【定休日】火躍日

゛

◎加賀片山津温泉総湯 まちカフェ(片山津温泉 )

石川県加賀市片山津温泉乙 65-2

0761‐ 74‐ 5500(営 )10:00‐ 17:00
◎加賀フールーツランド(橋立 )

石川県加賀市温町イ‐591
0761-72-1800(営 )9:00-17:00
◎カフェ・ランチ加佐ノ岬 (橋立・加佐ノ岬灯台入□)

石川県加賀市橋立町ふ 23
0761‐ 75-1627(営)10:30-16:30
◎くいもん家 ふるさと 加賀店 (加賀温泉駅前)

石川県加賀市小菅波町 1-55

0761-73‐1135(営)11:00-23:00
◎ギヤラリー&ビストロベんがらや (山代温泉)

石川県加賀市山代温泉温泉通り59

0761-704393(営 )10:0● 17:30
◎はづちを茶店 (山代温泉)

石川県加賀市山代温泉 18-591

0761‐ 77‐ 8270  (営 )9 130‐18:00

今回ご紹介できません

でしたが九谷焼と山中

漆器の器に盛り付けた

香箱ガニおもてなし

膳『加賀か|こ ごはん』全 5店

・ 5種もおすすめです !(渡 邊)

』Ⅲ賀パフェ
北陸新幹線の開業で、様々なおもてなし観光戦略が展開されていますが、今回は加賀市が推進し

ている「 1泊 2日 3湯 4食作戦」から加賀パフェをご紹介しようと思います。加賀パフェとは加賀

市のおもてなし喫茶メニュー(3時のおやつ)と して開発された地産地消 5層パフェのことを言い

ます。加賀九谷野菜・温泉卵 。ポン菓子等のこだわりの食材を使用し、地元名物菓子「吸坂飴」を使

つたオリブナルソースと献上加賀棒茶が必ずついています。また、器類も地場産 (伝統工芸の山中

漆器、九谷焼)というこだわりようです。2016年 |こ初代パフェが誕生し、年々フオリティーは上が

っており進化し続けています。現在公認の加賀パフェが
1鏃辮彎…__蒻

食べられるのは左記 6店です。全店 950円 |こ て召し上

がっていただけます !温泉にて体を癒やし、力ニランチ

|こ舌鼓をうち、遊び′bあるパ フェを頂

加賀カニさはん いて日帰りでも十

分楽しめますよ。 委■チー

※「 1泊 2日 3湯 4食作戦」とは加賀温泉郷のどの温泉地区泊まろうとも、山代温泉・ 山中温泉・ 片山津温泉の 3湯に入湯 し

てもらい (3温泉にはそれぞれ安く入浴できる魅力的な日帰 り温泉施設があ ります )、 食事は宿の朝、夕食に加えてプラス 2食
を楽 しんでもらあうという内容です。

fi - A^-, http:/ / tonami-dl.jp /
,- )t/v F t, info@tonami-dl.jp

普段あまり知る機会の無いトナミデンタ
ルの取り組みや、社員の仕事の様子など
を見ることが出来ます。
ぜひご覧<ださい。

4わつはっ歯倶楽部

ホームページ&
E口ma‖アドレス

Lunch-ma
「
『
Ｊ

隔
」

`|●

■

．
‥
―
一
■

′舞  ~
.‐・フ

 |

‐
ま


