
■ 後記 ： 熊本地震から 2 年半復。 復興への足跡が見え始めました． 12 月 16 日には九州中央自動車道のうち、 小池高山 IC から山都中島西 IC までの 10.8km が開通。 復興のシ
　　ンボルであり、 命の道でもあります。 今後も皆さんへ地域復興を中心に紹介してまいります． この晴耕雨読は社員の協力で発信しています．

「五色霜林」
（ごしきそうりん） とは美しい紅葉の風景のことです．

日日本は世界で紅葉が一番美しい国とされています。 世界に
約１６０種類の紅葉があると言われている。 熊本では、 新緑
が美しい春は、 ３月にもみじの芽立ち、 ４月には小さな白い
花を咲かせ、 夏は青葉で秋は黄色や朱 ・ 真赤に紅葉した綺
麗な姿を見せてくれます。 もみじは四季を通じて、 芽立ちか
ら落葉まで色の移り変わりを楽しめる所と時の移ろいが感じら
れるところが一番気に入っています。 現在、 県内各地の色
合いの良いもみじを見つけてはプロペラのような形をした種子
を採取してポットで苗木を育てており、 いつの日か、 もみじ
による実生の森を実現して、 赤や黄色の色とりどりの織りなす
模様が、 まるで錦絵を見ているようなそんな光景が出来れば
と夢見ています。 I/B

３ K （キツい、 汚い、 危険） と言われてきた労
働環境を改善し、 新３ K （給与、 休暇、 希望）
への変革として働き方改革、 ICT を活用した省
人化・省力化の実現等が注目されている。 一方、
農業分野でも東北地方の広大な米作では無人
化農業機械の開発研究が放映されていた。 高
齢化と経験値農業から脱却しコンピュ－タ－の
データ管理により無駄のない経費管理と均一し
た 高品質の生産品が科学技術で収穫される
具現化のスト－リ－である。 特に、 本質を伝え
る現場経験値プロフェッショナル技術者の伝承 ・
育成も肝要と思われる。 ただ、 高額な機械 ( 支
払い ) に使われる （働かされる） ことの無きよう
健康に留意されたい。 A/T

通勤方法を変えてから朝焼けを見る機会が増えました。勤方法を変えてから朝焼けを見る機会が増えました。
雲に映る色がピンクから、 オレンジに徐々に変わっていく雲に映る色がピンクから、 オレンジに徐々に変わっていく
様子が素敵です。 車で通勤していた時はその景色にさえ様子が素敵です。 車で通勤していた時はその景色にさえ
気づかなかったと思うと、 少しの早起きでこの景色を独り占気づかなかったと思うと、 少しの早起きでこの景色を独り占
め出来ているので、 すごく徳をしている気分です。 季節め出来ているので、 すごく徳をしている気分です。 季節
の移ろいを肌で感じられる私の一人時間です。 I/Oの移ろいを肌で感じられる私の一人時間です。 I/O

数年前に長崎から熊本 ( 大津 ) へ来た
ときは、 高速バスで交通センター～路
面電車で熊本駅～ JR でした。 高速バ
ス停武蔵ヶ丘と JR 武蔵塚の名前が似て
いると思い、 調べたらすぐ傍でした。 そ
こで今は、 武蔵ヶ丘で降りて JR。
効率的に移動する方法を見つけるのは
楽しいですね。 これらはどういう訳か、
剣の達人と学問の神様の仲介です。 ス
ケッチは達人のほうの蔦紅葉。 M/T

甲佐町の緑川沿いの 「鮎やな場」 の前に大
井出排水橋 （梁の樋門） という単一アーチの
石橋があります． 大井出川の水量調節用に
作 ら れ た 樋 門 で 1817 （文 化 14 年） か ら
1832 （天保 3 年） 年頃の築造といわれてい
ます． 緑川の右支川にあたるこのかんがい用
水路は， 加藤清正公の偉業で地域の農業基
盤の礎となっています． この石橋は、 築造後
約 200 年が経過し , 部分的補修はあるものの ,
熊本地震の影響を受けることなく全く健全。
築造当時の技術力の高さを学ばせて貰った
貴重な地域域資と思いました． N/M

各地のラッピング
電車に心おどる・・・

平成 30 年 11 月 7 日は晴天。 日向往還に惹かれ、 矢部、
清和、 馬見原、 五ヶ瀬、 高千穂、 日之影、 延岡までの
100Km を早足で訪ねた。 時期は紅葉の真っ盛り。 清和から
五ヶ瀬にかけて国道 218 号沿線からの眺めは抜群。 さらに
印象的だったのが谷深い日之影の小棚田集落と人々の安全
を祈る地蔵様が秋の風景を彩っていた。 H/N

創業 30 年の節目の年に思い切っ
て、 「晴耕雨読記念号と論文集」
を発行いたしました →→→

御船高校書道部

この思いをこの思いを

書で刻む書で刻む

新時代の主役新時代の主役

は僕たちだは僕たちだ

12 月 16 日、 御船小学12 月 16 日、 御船小学
校体育館で標記区間の校体育館で標記区間の
開通式典が執り行われ開通式典が執り行われ
た。 地 元 の 御 船 高 校た。 地 元 の 御 船 高 校
書道部の生徒等が大文書道部の生徒等が大文
字 を 披 露。 式 典 の ス字 を 披 露。 式 典 の ス
ピーチでは 「命の道」ピーチでは 「命の道」
という言葉が多用され、という言葉が多用され、
まさに風水害の防災のまさに風水害の防災の
道でもあり、 さらに観光道でもあり、 さらに観光
資源としての役割も果資源としての役割も果
たすことに期待したい。たすことに期待したい。

本書を一読して、 「いつの時代も産業があ本書を一読して、 「いつの時代も産業があ
れば、 人は集まり、 自ずと道ができる」 とれば、 人は集まり、 自ずと道ができる」 と
思った。 海から山へ運ぶ塩木道あり、 船思った。 海から山へ運ぶ塩木道あり、 船
木道あり。 つまり、 古代 ・ 中世 ・ 近世･現木道あり。 つまり、 古代 ・ 中世 ・ 近世･現
代の唯一の共通点である。代の唯一の共通点である。 道は人と地域は人と地域
を結び、 心まで通い合う。 H/Nを結び、 心まで通い合う。 H/N

九州の 「へそ」 と呼ばれる熊本県の馬見原、 宮崎県の椎葉、 高千穂一体は、
標高 500m 以上の山間地で、 古くから木材で地域産業を支えた地域。 ここで
木材や塩等を運ぶ人達が使う道のことを 「駄賃づけのみち」 と呼ばれた。 椎
葉村で採れる薪炭等を町へ運び、 帰りに塩や鉄製品を運ぶのを生業とする人
達をそう呼ぶ。 この人達が生きた時代の駄賃付けの唄の一節を紹介すると。 　
「ひとりこの山　寂しゅうて超すが　鳴いて聞かせよ　ほととぎす　ホーイホイ　登りゃ中「ひとりこの山　寂しゅうて超すが　鳴いて聞かせよ　ほととぎす　ホーイホイ　登りゃ中
小屋　下れば家代　登りかけたぞ　この道を　ホーイホイ　肥後に行こうか　延岡に越小屋　下れば家代　登りかけたぞ　この道を　ホーイホイ　肥後に行こうか　延岡に越
そうか　どちらを向いても　山ばかり　ホーイホイ」そうか　どちらを向いても　山ばかり　ホーイホイ」　（第 16 回 諸塚駄賃つけ唄全国大会）

近年， 集中豪雨や台風， 大規模な
地震等の自然災害に対する防災事業
や老朽インフラの施設長寿命化が行
われております． このような中， 私は
県北の砂防設備点検 （渓流保全工）
と施設長寿命化計画に関わる維持管
理事業に携わっております． 調査範

近はめっきりと朝夕が寒くな
り、 体調を崩しやすい季節となり
ました。 体力の維持のためにラ
ンニング等をしたい気持ちはある
のですが、 なかなか実行に移せ
ず、 貫禄のある体つきへと変貌
を遂げています。 来年から放映
される大河ドラマの主人公の金
栗四三の努力 ・ 気力 ・ 体力を合言葉に体力をつけ、 仕事に邁進したいと思いま
す？。 スケッチは玉名市にある熊本県指定文化財の高瀬眼鏡橋 （石橋） で
す。 2 連アーチで非常に美しく、 現在は歩道として活用されています。 金
栗四三もこの石橋を走ったかもしれないと思うと少し感慨深いものがありまし
た。 今後も適切に維持管理し、 後世に残していくことが望まれます。 K/N

全 長 265.4m の 橋 を 特 殊
ジャッキ 50 台を同時に作動し
て元の位置に戻す工事が完
了しました。 大切畑大橋は、
地震により橋全体が右記図の
ように、 1m 程度移動しました。
解体せずに、 全体を移動す
るため高度な技術を使って安
全に施工されました。 N/S

囲は， 砂防指定地内の土石流危険渓流等が対象です。 過去
に築造された砂防設備の現状把握するために、 新たに施設台
帳整備を行い施設位置や変状， 点検ルートや調査手順等を明
確して， 今後の維持管理や災害等の緊急時に活用できるように
努めたいと考えます． T/M

保育園の時に初めて、 お茶の世界を知った女の
子。 今年で中学 1 年生となり、 着物に着替えての
お稽古がスタートしました。 薮内流を学んでいます。
薮内流のお手前は武家手前です。

平成 28 年の熊本地震で大きく
被災した南阿蘇鉄道。 沢山の
漫画家さんたちの寄せ書きラッ
ピング電車はやはり嬉しいです
ね。 不通区間線路の遮断機の
棒は取り外されたままで、 淋し
い姿ですが、 一日も早い復旧
を願います。 上左の写真の電
車は、 氷見線の忍者ハットリ君
電車。 ラッピング電車は、 鉄道
に乗る楽しみが増し、 鉄道を身
近に感じる効果があるように思い
ます。 T/B

写真は小国町の職員等
と一緒に橋梁点検の現
地立会を行っている状況
です。 その後に木箱を
発見。 なんと地みつば
ちの箱でした !!V 字谷に
渡河された橋長 200ｍの
橋台の沓座部に地元の
方 が 設 置 さ れ た よ う で
す。 この場所は雨風が
しのげる絶好のタワーマ
ンションかな。 H/N

上記写真は、 天草の通詞島対岸の沖ノ原遺
跡から九州で初めて天草式製塩土器が発見
され、 現在、 天草市立五和歴史民族資料館
に展示。 今から 1500 年前に、この塩を陸路・
海路で遠くの山間地へ 「塩の道」 を使って運
んでいた貴重な写真です。

名前の由来には広い
台地 （原） の端 （切り）
に あ た る と い う 説 と、
昔、武士が仇 （かたき）
とねらう若い武士から
逃げまわったが、 所
詮、 逃げられぬ運命
と悟って、 この坂の途
中で切腹して果てたな
どの諸説があります。

大切畑には大きな堤があった。 今
から 50 年以上前、 小学 1 年生の
時、 大津から大切畑まで自転車
の三角乗りで魚すくいに行ってい
た記憶があります。 H/N

建プロ創業　　周年「これからも学而創新の実践に努めます !!」建プロ創業 周年「これからも学而創新の実践に努め建プロ創業　　周年「これからも学而創新の実践に努めます !!」建プロ創業 周年「これからも学而創新の実践に努めます !!

写真正面は
石橋。
三重輪石に
注目 !!

肥後藩のハゼの木の製蝋肥後藩のハゼの木の製蝋
事業の 盛期は、 宝暦改事業の 盛期は、 宝暦改
革 (1736 年） 頃。 盛期革 (1736 年） 頃。 盛期
には 10 万本のハゼの木かには 10 万本のハゼの木か
ら灯りとして使用の他、 関ら灯りとして使用の他、 関
取衆のびんづけ油や化粧取衆のびんづけ油や化粧
品等に使用。品等に使用。

いよいよ平成 後の師走となりました。いよいよ平成 後の師走となりました。
皆様におかれましては如何おすごしでしょうか？皆様におかれましては如何おすごしでしょうか？

古道日向往還
（熊延路）を訪ねて

1ｍ
の
ず
れ

平成最後の流行
今年の流行語大賞は 「そ今年の流行語大賞は 「そ
だね～」 に決まり、 平成だね～」 に決まり、 平成

後の漢字は 「災」 となり後の漢字は 「災」 となり
平成も 後の時が刻々と平成も 後の時が刻々と
迫っております。 今日の迫っております。 今日の
日がまた歴史となり刻まれ日がまた歴史となり刻まれ
ていくことになります。ていくことになります。

八代妙見祭

復旧方向

手作り秋弁手作り秋弁

秘雲秘雲

ハゼの実ハゼの実

早起きは 1億円の徳かな？
古儀藪内流茶道を学ぶ !!

九州製造
発祥の地
(天草 )
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五

働き方改革への思い 四季を彩るもみじ

冊子が出来上がりました !!

祝九州中央自動車道開通 ( 小池高山 IC ～山都中島西 IC)

日向往還　～駄賃付の道～

オススメ書籍【山に生きる人びと】

乗り継ぎの楽しみ

大井出排水橋に思う !! 老朽化渓流保全施設調査に関わって !!

金栗四三もこの石橋を走ったかな？ 熊本の鋼橋（No.14）
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