
「雲竜風虎」　( うんりょうふうこ）　竜のいるところに雲が沸き， 虎のいるところに風が吹くという意味で， にいたもの同士が互いに引きつけ合うこと．

【高校サッカー大津高校「勇気をありがとう」22 回卒】

正月は天草西海岸の温泉と崎津天主堂等夜の教
会イルミネーション巡り． 特に大江天主堂のイルミ

ネーションは，周辺関連施設等も含めて大規模で，

半端ない頑張りがひしひしと感じられる作品となっ

ており， とても綺麗で素晴らしい出来栄えです．

青や緑 ・ 黄色等で飾られた彩り鮮やかな装飾は，

小高い丘にそびえる大江天主堂が，まるで「ブルー

シャトー」 に見えます． 見学者も多く好評で， 今

回の作品には地元の盛り上げと熱意が感じられ伝

わってきます． B/I

なります． 私の場合は， 千と千尋の油屋の前の鉄橋， 「坂

の上の雲」 で子規の妹役の菅野美穂さんが走り抜けた屋根

付き木橋ですね． M/T

今年は虎年． 加藤清正の幼名も虎之助． 土木
に関わる仕事をしていますので， 加藤神社へ参

拝へ行きました． 手水舎に淡い桃色と白のユリ

の花が飾られ， マスクの上からもほんのり香りが

感じられ， おもてなしの気持ちに嬉しくなりまし

た． 帰り際に紅白の縁起もちを頂き， 新しい一

年が始まったな！と気が引き締まりました． T/B

世界は万物の事象の 5 行 【火土金水木】 に 【陰と陽】
を当てはめた10種を1サイクルとして「十干(じっかん）」

があります． 「きのえ， きのと…」 のフレーズは鬼滅の

刃にも出てきますよね． この十干を支えているのが 【十

二支】 です． 十干と十二支の漢字の組み合わせると

60 の組み合わせがあり， 全ては 60 年で 1 回りする．

つまり， 60 歳になると歴が最初に還る ( かえる）． 還

暦だそうです !! おぉ～． 干支の始まりの話はご存じか

と思いますが， 猫は寝ていてレースに参加出来ません

でした． 我家の猫もご覧のとおりです ( 笑）． I/O

少しづつコロナ前の日常に．
左の写真は空手の稽古初めの

様子です． 空手では練習とは

言わず， 稽古という言葉を使

います． 【稽】 の字は， 考え

を行きつくところまでめぐらせ

る」 という意味を持つそうです．

また， 階級の上の子が下の子

たちに， 稽古をつけるのも武

道の良さですね．

今年も年神様お迎えの笑
福祈願門松をつくりました．

頂いた竹が大振りで縁起木

も溢れ出し満面の笑顔演出

でした． 孫とドングリで作っ

たトトロも添えてみました．

年神さん　タイガ－たくさん

いらっしゃいませ！ A/T
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巫女さんの仕事

初詣

初釜ではありませんが…かまどに火をくべる

ハリマオ ハリマオ初めてのチャレンジ

原風景 ( 祈り ・ 希望 )年神様
　いらっしゃい♪

彩り輝く夜の大江天主堂

冬を楽しむ

江津湖の四季

寒い冬に HOT な食べ物 映画の橋

建プロ SDGs

Ｓ
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すぐに

できることを

がんばり ます !!

猫はソファーで
　　　長くなるσ

懐かしい霜柱 ヤマガラに会いに金峰山へ♪

わたしの好きなパワースポット

熊本城

江津湖

やる時はやるよ！

勢いつける

新年の仕事初， 作法は気にせず
お茶を楽しく頂きます！ T 氏の 「良

いお湯かげんで」 の一言に， 今年

初笑いを頂きました． 藪内流 （武

家手前）の薄茶はクリーミ―に点て，

最後の吸いきりの音が 「ごちそうさ

までした」 の意味になるそうです．

新年を迎える為に， 我家で
は 30 年近く餅つきを行って

います． かまどの火でお湯

を沸かし， もち米を蒸すのが

私の役目． 火の近くで暖をと

りながら， ゆっくりと時間を過

ごすのは最高です． H/N

ハリマオとはマレー語で 「トラ」 の事です．
『真っ赤な太陽燃えている　果てない南の大空に

とどろきわたる雄叫びは　正しい者に味方する

ハリマオ　ハリマオ　ぼくらのハリマオ』

この歌を知っている世代は， 団塊の世代と呼ば

れている． N/S

年末にふるさと納税にチャレンジしまし
た． 全国の返礼品を眺めながら， 人気

ランキングに熊本の名産品が登場するの

を見て嬉しくなり， これまで接点のなかっ

た市町村を知ったり親しみを感じ， 改め

て自分達が住む地域のあり方について

考えてみようと思いました． K/S

礼儀作法や言葉遣
いなど， 普段とは違

う動作が求められる巫

女の仕事に長女が

チャレンジした年末年

始． 4 日間の奉仕活

動で得たものは多

かった様です． T/B

祈の ( 修行 ) の聖地とされた独鈷山の
祈りの丘記念公園に家族で行きまし

た． そこは， 未来に明るい希望を与

えてくれる素晴らしい景色を展望所か

ら眺めることが出来る場所です． 十数

年前まで私が良く来ていた場所で，

家族で原風景の懐かしさを感じながら

ゆっくりとした時間を楽しみました． コ

ロナ禍で遠出できない時期ですが，

熊本市内や熊本港が一望できて子供

達も絶景に感動しておりました． T/M

昨年夏に一般公開が 5 年ぶりに行わ
れた熊本城． 熊本地震で甚大な被

害が起こり最終的な復興にはまだ何

十年も必要とされています． 熊本城

のシンボルである天守閣は復興が進

んでいるもののそのほかの石垣は崩

壊やゆるみなどが多く， まだまだ道半

ばです． 熊本県の技術者として少し

でも貢献できるよう 「学而創新」 の精

神で日々精進し、 「虎皮羊質」 となら

ぬよう頑張りたいと思います。 K/N

整備されて霜柱を踏む機会がほと

んど無くなった．霜柱を踏むとサクッ

　サクッ　と音がして心地よい感触が

足の裏に伝わって来る。 N/S

ずっと遠ざかっていたスキーに行けました．
3 年ぶりで体がちゃんと動くか心配だったん

ですが，予想通り動けません笑．ちょっと滑っ

ただけで足がパンパンになりすぐ休憩． 晴

天で気温も上がってきて雪も足も限界を迎え

たので早い時間に撤収． 短時間のスキーで

したが， リフレッシュできました． K/T

時のうつろいをゆっく
り感じながら過ごせる

場所江津湖． 市街

地に近いにも関わら

ず、 一日４０万トンと

圧倒的な湧水量に支

えられて環境を保全幼少時に住んでいた神奈川
へ行くことになり， 足を伸ばし

て中華街へ行きました． 有名

店は長蛇の列． 友人から勧

められた店で頼んだのがお粥

でした． 中華街で何でお粥

を頼んだんだろう…と思って

いたが， あまりの美味しさに，

そんなことどうでもよくなった．

お腹が満たされると， 心も満

たされるんだなぁ～． Y/Y

しています． 公園が広すぎて素晴らしさを写真

一枚に表現できないのが残念です． 3 月から

始まる全国第３８回くまもと花とみどりの博覧会

に向けて花壇やトイレ等の会場の改装が進ん

でおり， リニューアル整備された公園は益々重

要性が増すと共に更に身近な公園として親しま

れると感じます。 B/I

映画のなかの現代建
築という本を見ました．

これには鉄道員 （ﾎﾟｯ

ﾎﾟ屋） の 駅， 寅 さ ん

の 駅，ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰの 分

数付きのホームも出て

きたようです． この流

れで行くと， 次は橋と

藤崎宮の参拝に 40
年ぶりに出かけてみ

ました． 正月に出店

があると， 勢いを感じ

ます． これが続きま

すように！ H/N

春の七草をこん
な感じで飾る八

代の喫茶店 （ミッ

ク）． 季 節 を 感

じさせてくれまし

た～ (^^)/ なんだ

かよかですね !

現在， SDGｓへの取組が拡
がりを見せています． その
内容には地域づくりや働き
方， 環境などのキーワード
があります． 建プロが取組
んでいる SDGｓの ( できるこ
と） の 1 つが晴耕雨読です．
身近な環境や暮らし， そし
て土木への思いを全社員が
継続的に発信中です． 『
すぐにⒹできることをⒼがん
ばります

大掃除で会社の庭
の紅葉の落ち葉を掃

いているとき霜柱を見

つけた． 最近は道が

初めて深く関わる補修設計業務． 山
間部に架かる橋の現状を， 先輩から

ヒントを貰いながら考え， 橋の損傷以

外にも目を向ける事の大事さを学習し

ました． 視野を広く持ち， 正しく業務

遂行できるよう頑張ります !Y/Y

正月の 3 日間は久しぶりに， 散歩に出かけた． そこ
で気づいたのは冬鳥の多さです． 鳥の鳴き声を聞きな

がら直線の農道を阿蘇に向かって歩くのは爽快です．

下記スケッチは， 私が好きな阿蘇の風景です． H/N

ヤマガラに会いに金峰山へ♪

崎津天主堂

大山

愛媛県内子町

加藤神社

五家荘

藤崎宮

大津町引水

人懐 っこ く， 器

用な小鳥です．

昔はおみくじ芸な

どで活躍する鳥

だったそうです．

春の七草

新年明けましておめでとうございます。
下のスケッチ図は毎年，会社で手作りし
ている門松です．沢山の笑顔が舞い込む
様に，竹の口はかなり大きめです !!

初釜ではありませんが…


