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ミッション 東讃地域の文化生活創りをお手伝い

発

行

株式会社マツシタ 代表取締役

松下三郎

インスタントラーメン

ࣥࢫࢱࣥࢺ࣮࣓ࣛ
ࣥࢆୡ㏦ࡾฟࡋࡓࡢ
ࡣࠊࡢ᪥Ύ㣗ရࡢ
㛗࣭Ᏻ⸨ⓒ⚟Ặࠋ㜰
ᗓụ⏣ᕷࡢ⮬Ꮿᗞ
࠶ࡗࡓᑠᒇ࡛⏕ࡳฟࡉ
ࢀࡓࠋࢳ࣮࣓࢟ࣥࣛࣥ
࡛࠶ࡿࠋ昭和33年の8月࡛࠶ࡗࡓࠋ┿ࡣᏳ⸨ⓒ
⚟Ặࡢ࣮࣓ࣛࣥసࡾࡢ⮬Ꮿࢆ⌧ࡋࡓࡶࡢࠋ 
ࣥࢫࢱࣥࢺ࣮࣓ࣛࣥⓎ᫂グᛕ㤋 
ࠉࡇࡢ㔩࡛㯝ࢆἜ࡛ᥭࡆࠊࢳ࣮࣓࢟ࣥࣛࣥࡀㄌ
⏕ࡋࡲࡋࡓࠋᡓᚋࡢࠕ㣗ࡢࡇࡔࢃࡾࠖᙜࡢⓒ
⚟ࡉࢇࡢᇳᛕࡀఏࢃࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ
ࠉࡇࡢグᛕ㤋ࠊኳࡲ࡛࣮࣓ࣛࣥࡀࡂࡗࡋࡾ
㈞ࡾࡅᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡃࡍࡈ࠸ࣛ
࣮࣓ࣥࡢᩘ࡛ࡍࠋ
ࠉࡑࡢᚋࠊฟࡿࢃฟࡿࢃࠋࡶࡢࡍࡈ࠸ᩘࡢࣥ
ࢫࢱࣥࢺ࣮࣓ࣛࣥࠋⓎⓎⓎࠉࡑࡋ࡚࠸
ࡲࡸୡ⏺୰ࡢ㣗≀࡞
ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡢ
インスタントラーメンの歴
史の中で生きてきたのがち
ょうど私の世代࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
ࡕࡻࡗぬ࠼࡚࠸ࡿࡔࡅ
࡛ࡶࡍࡉࡲࡌ࠸ᩘ࡛ࡍࠋ
࣐ࣝࡕࡷࢇ࣮࣓࣭ࣛࣥࣖࢡࣝࢺ࣮࣓࣭ࣛࣥ㎰༠
↝ࡑࡤ࣭ࢧࢵ୍࣏ࣟ␒ࡳࡑࡽ࣮ࡵࢇ࣭࣮࣓ࣛࣥ
ኴ㑻࣭㰘➜㝲࣮࣓࣭࣐ࣛࣥࣝࡕࡷࢇࡓࡠࡁ࣮ࣛ
࣓࣭ࣥฟ๓୍࣭ࢳ࣓࣭ࣕࣝࣛ᮶ࠎ㌺࣭ࢇ
ࢇࡵࢇ࣭᫂ᫍ㕲ᯈ↝ࡑࡤ࣭ࢧࢵ୍࣏ࣟ␒࣭ࡈࡲ
࣮࣓࣭࣐ࣛࣥࣝࡕࡷࢇࢨ࣮ࢧ࣮࣓࣭ࣛࣥ᫂
࣮࣓ᫍࣛࣥࣅ࣮ࣇ࣭࣑ࢽ࣮࣓࣭ࣛࣥࡕࡧࢁࡃ࣭
ࡉࡗࡱࢁ࣮࣓ࣛࣥ⇃ࡗᏊ࣭᪥Ύ↝ࡑࡤ࣭࣐ࣝࡕ
ࡷࢇᗈᮾ࣮࣓࣭ࣛࣥ࠺ࡲࡗࡕࡷࢇ࣭⣡㇋࣮࣓ࣛ
ࣥࠕࡳࡑ࣭࢚࣮ࠖࢫࢥࢵࢡ࣡ࣥࢱ࣓࣭ࣥࣥ᫂

ᫍᕞࡗᏊ࣭࠾Ⲕₕ࣮࣓࣭ࣛࣥ᫂ᫍ୰⳹୕࣭
࣐ࣝࡕࡷࢇ⳹㣶ᗇ࣭᪥Ύ㣤ᗑ࣭ཫ↝㯝࣭ᑠࡉ
࡞⋢Ꮚࡵࢇࣜࢺࣝࢫ࣮࣭ࣜ᫂ᫍࡽ࣮ࡵࢇ⣖⾜࣭
᫂ᫍࡕࡧࡉࢇ࣭࣐ࣝࡕࡷࢇࡵࢇ⨾ே࣭࣐ࣝࡕࡷ
ࢇⓒ༑␒࣭ዲࡁࡸࡡࢇ㓺Ἔ࣭ࢧࢵ୍࣏ࣟ␒࣭
ࡗࡥࡕࡽࡃࡉࡸࢇ
ࡘࡁ࣮࣓࣭ࣛࣥ୰⳹ࡑ
ࡤࡽ࠺ࡵࢇ࣭࣐ࣝࡕࡷ
ࢇᒇྎ༑ඵ␒࣭ࡢᕷ
ࠕ㓺Ἔ࣭ࠖࢻࣛ࠼ࡶࢇ
୍࣮࣓࣭ࣛࣥ᫂ᫍᖹࡕࡷ
ࢇ࣭࣭࣭࣭࡞࡞ࠋ
ࠉࡇࢀࡶ୍㒊࡛࢝ࢵࣉ
ࢾ࣮ࢻࣝࡲ࡛ᩘ࠼ࡿ
ኊ࡞ᩘ࡛ࡍࠋᑡᖺ࣭
㟷ᖺ௦ࠊẖ᪥㣗
࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋ
ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠼ࡤチキ
ンラーメンはかつては関西限定࡛ࠊᮾிࡣࠊ࡞
ࡗࡓࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋࡲࡍࠋ࡚ࡶᗣ࡞㣗⏕
άࢆ㏦ࡗ࡚ࡁࡓࡇࢆᡃ࡞ࡀࡽឤᚰࡋࡲࡍࠋ
ࠉ
ࠉࣥࢫࢱࣥࢺ࣮࣓ࣛࣥࢆᛮ࠺␚୍㛫ࡢࣃ
࣮ࢺᬽࡽࡋࢆᛮ࠸ฟࡋࡲࡍࠋ
ࠉࡋࡋࠊࡇࡢࣥࢫࢱࣥࢺ࣮࣓ࣛࣥࠊࡀ
⏕ࢇࡔࡍࡈ࠸ᩥ࡛ࡍࠋࡸ᪥ᮏࡢᩥ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋࡢ㛤Ⓨྜᡓࠊ&0ྜᡓࢆ⌧ᅾ࡛ࡶ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ
ࡲࡔࡲࡔࠊ㐍ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭩࠸࡚࠸ࡿ࠺
ࡕ「鼓笛隊ラーメン」が食べたくなってきました。
今はありません。ṧᛕ
ࠉ࣮࣓ࣛࣥࡣࡶࡶ୰ᅜࡢ㣗≀ࡢࡣࡎࠋࡋ
ࡋࡸୡ⏺ࡿ᪥ᮏ㣗࡞ࡿࡇࢁࠊᏱ
ᐂ㣗ࡲ࡛࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠉࡃ᪥ᮏேࡢ⦓ᐦࡉࠊࡅࡿᇳᛕ
ࡣୡ⏺୍࡛ࡍࡡࠋࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᯇୗ୕㑻
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パイロット万年筆と般若心経
ボ䞊䝹䝨䞁䞉ᖺ➹䛜䛚Ᏺ䜚䛻䛺䜛㻫㻫

䚷䛒䛾ᾘ䛫䜛䝪䞊䝹䝨䞁䜢䛿䛨䜑䚸
ୡ⏺ⓗ䛻᭷ྡ䛺㻼㻵㻸㻻㼀ᖺ➹䛛
䜙⯡ⱝᚰ⤒䛾ᩥ䜢䛧䛯Ἔᛶ
䝪䞊䝹䝨䞁䛜Ⓩሙ䛧䜎䛧䛯䚹
䚷⯡ⱝᚰ⤒䝅䝸䞊䝈䛿䚸䠍䠕䠓䠌ᖺ
௦䛻⁽䝞䞊䝆䝵䞁䛸㖟㍈䝞䞊䝆䝵
䞁䛾ᖺ➹䚸⥆䛔䛶䠎䠌䠍䠎ᖺ䛻ⵗ
⤮䜢䛧⁽ሬ䜚ୖ䛢䛧䛯ᖺ➹䛜Ⓨ䛥䜜䛶䛔䜎䛧
䛯䛜䞉䞉䞉䚹䛭䛧䛶ᅇ䛾䝪䞊䝹䝨䞁䛜᪂䛯䛻ຍ䜟䜚䜎
䛧䛯䚹
䚷䛣䛾⯡ⱝᚰ⤒䝪䞊䝹䝨䞁䚸若者に人気があるのが
不思議䛷䛩䚹
䚷䝪䞊䝹䝨䞁䛾㍈䛻䛞䛳䛧䜚⯡ⱝ
ᚰ⤒䛜้༳䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䛯䛰䞉䞉
䚷䛂㠧㻔䛥䜔㻕䛛䜙㍈㻔䛨䛟㻕䛃䜎䛷
య䛻䝡䝑䝏䝸᭩䛛䜜䛶䛔䜛䛃䛸䝟
䜲䝻䝑䝖䛿ゝ䛳䛶䛔䜛䛾䛷䛩䛜䚸
店長一口メモ

漆器(しっき)の手入れの仕方・使い方
䚷ჾ㻔䛧䛳䛝㻕䜢䚸䛻⟽䛾୰䛻䛪䛳䛸䛧䜎䛳䛶䛔䜎䛫
䜣䛛䠛
䚷⁽ჾ䛿䚸䛳䛶㡬䛟䛣䛸䛜୍␒䛷䛩䚹
䚷⁽ჾ䛿䚸ᡭධ䜜䛜㞴䛧䛔䛸䜘䛟ゝ䜟䜜䜎䛩䛜䚸Ỵ䛧䛶
䛭䜣䛺䛣䛸䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䚷ᅇ䛿⁽ჾ䛾䛚ᡭධ䜜᪉ἲ䜢⤂䛧䜎䛩䚹
䚷⁽䛜ⱞᡭ䛺䛾䛿䚸㧗 䞉⇱䞉┤ᑕ᪥ග䛷䛩䚹䚷䚷䚷
䖃䠄㧗 䠅ⅆ䛾䛭䜀䛻ᨺ⨨䛩䜛䛸䚸ኚⰍ䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䚸
䚷䚷㣗ჾὙ䛔ᶵ䞉㣗ჾ⇱ᶵ䞉㟁Ꮚ䝺䞁䝆䛾⏝䛿䛰
䚷䚷䜑䛷䛩䚹
䖃䠄⇱䠅⇱䛧䛩䛞䜛䛸䚸䜖䛜䜏䜔䜂䜃䛜⏕䛨䜎䛩䚹
䖃䠄┤ᑕ᪥ග䠅ኴ㝧䛾⣸እ⥺䛿䚸⁽䛾ሬ⭷䜢യ䛴䛡
䚷䚷䛶䛧䜎䛔䜎䛩䚹
䚷௨ୖ䛾୕䛴䛾䛻Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜜䜀⁽ჾ䛿䚸㞴䛧
䛟䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䚷⁽ჾ䛻䛴䜔䛜䛺䛟䚸䛟䛩䜣䛷䛝䛯䜙䚸ከ䛟䛾ሙྜ䛭䛾
䛟䛩䜏䛾ཎᅉ䛿䛝䛱䜣䛸Ὑ䛳䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛷䛩䚹
䚷⁽䛿ᮏ᮶䚸䛖䜋䛹䛻䛴䜔䛜ฟ䛶䛟䜛䜒䛾䛷䛩䚹⁽
䛰䛛䜙䛸䚸യ䛴䛡䛺䛔䜘䛖䛻ඃ䛧䛟Ὑ䛳䛶䛔䜛䛸䚸ở䜜
䛜䛻ⴠ䛱䜎䛫䜣䚹
䚷⏝ᚋ䛿㛗㛫Ỉ䛻䛴䛡䛶䛚䛛䛪䚸䛼䜛䜎䛻ྎ
ᡤ⏝䛾୰ᛶὙ䜢⁐䛛䛧䜔䜟䜙䛛䛔䝇䝫䞁䝆䛷㍍䛟
Ὑ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䚷Ὑ䛔⤊䛘䛯䜙⮬↛䛻䛛䛩䜘䜚䜒䚸ᰂ䜙䛛䛔ᕸᕵ䛷
䜘䛟Ỉ䜢䜅䛝ྲྀ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹

文遊館facebook

䜽䝸䝑䝥䛾ୗ䛻䛿᭩䛛䜜䛶䛔䜎䛫䜣䚸᫂䛾సᐙ䚸
ᖺ䛜ἐᚋ䠍䠍䠌ᖺ䛻䛒䛯䜛ᑠἨඵ㞼䛾䇾⪥䛺䛧ⰾ୍䇿䜢
ീ䛧䛶䛧䜎䛖䛾䛿䚸⚾䛰䛡䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䚷ᖹᐙ䛾ஸ㟋䛻䜽䝸䝑䝥䛰䛡ᣢ䛳䛶䛔䛛䜜䜛䛛䜒䈈
䚷⯡ⱝᚰ⤒䛿䚸ᩍ䛾⤒䛷✵䠄䛟䛖䠅䛾ᛮ䛺䛹
⯡ⱝ⤒䛾せⅬ䜢⡆₩䛻ㄝ䛝䚸⋞ዔ㻔䛢䜣䛨䜗䛖㻕䠄す㐟
グ䛾୕ⶶἲᖌ䠅ヂ䛾䠎䠓䠒ᩥᏐ䛛䜙䛺䜛᭱䜒▷䛔⤒
䛷䚸ၐ䛘䜛䛣䛸䞉⤒䛩䜛䛣䛸䛷䚸⮬㌟䜈䛾ຌᚨ䛸䛺䜚
ⱞགྷ䛜ྲྀ䜚㝖䛛䜜䜛䛸䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䚷このボールペンは、お守りにもなり持っているだけ
でありがたいペン䛺䛾䛷䛩䚹
䚷ᅇ䛾䝪䞊䝹䝨䞁䛻⏝䛥䜜䛶䛔䜛䜰䜽䝻䜲䞁䜻䛿
ప⢓ᗘἜᛶ䜲䞁䜽䛷䛿♫䛻ẚ䜉䚸䛪䜀ᢤ䛡䛶ホุ
䛜䜘䛔䚹䜙䛛䛥䛷䛿䚸䝆䜵䝑䝖䝇䝖䝸䞊䝮䠄୕⳻㖄➹䠅䜘
䜚ⱝᖸ◳䛔ឤ䛨䛿䛧䜎䛩䛜䚸⃰䛥䞉ⁱ䜏䞉ᢤ䛡䛾䛺䛹
䜢⥲ྜ䛩䜛䛸䜔䛿䜚ୡ⏺୍䛰䛸ᛮ䛔
䜎䛩䚹
䚷⯡ⱝᚰ⤒䝪䞊䝹䝨䞁䛿䚸⯡ⱝᚰ
⤒䛾ᬛ្㻔䛱䛘㻕䛸䝟䜲䝻䝑䝖䛾ᮍ▱䛺
䜛ၟရ㛤Ⓨ▱㆑䛸䛾⼥ྜ䈈䚷䜎䛥䛻
᪥ᮏ䜢㇟ᚩ䛩䜛䠍ᮏ䛸ゝ䛘䜛䛾䛷䛿
䛺䛔䛷䛧䜗䛛䚹
文遊館 店長 松浦玉江

䚷⁽ჾ䜢㛗䛔㛫䛳䛶䛔䜛䛸䚸
⾲㠃䛾䛴䜔䛜䛺䛟䛺䜚䚸䛟䛩䜣䛰
ឤ䛨䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛖䛣䛸䛜䛒䜚䜎
䛩䚹
䚷⁽ჾ䛾䛴䜔䜢ᡠ䛩᪉ἲ䛜䛒䜚
䜎䛩䚹⦎䜚ṑ☻䛝䛸䝃䝷䝎Ἔ䜢⏝
ព䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ᑠ䛥䛨䠍ᮼ䛪䛴
ΰ䛬䛶⦎䜚䚸⥥ᕸ䠄ྂ䛔䠰䝅䝱䝒䞉
⫙╔䛺䛹䠅䛻䛴䛡䛶☻䛝䜎䛩䚹㦫
䛟䜋䛹ở䜜䛜ྲྀ䜜䛶䚸㍤䛝䜢ྲྀ䜚ᡠ䛧䜎䛩䚹䜔䛳䛶䜏䛶
䛟䛰䛥䛔䚹
漆器の楽しみ方
䚷ᮌ〇䛾⁽ჾ䛾Ồ᳐䛿䚸⇕䛔ჯỒ䜢ධ䜜䛶䜒⇕䛟
䛶ᣢ䛶䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䜒䛺䛟䜎䛯䚸෭䜑䛻䛟䛔䛷䛩䚹ᮌ
〇䛾䛚᳐䛷䜟䛖ჯỒ䛿䛔䛴䜒䛾ჯỒ䜘䜚䚸䛸䛶
䜒䛚䛔䛧䛟㡬䛡䜎䛩䚹
䚷䛚┅䛿䚸─ឤぬ䛷ᩱ⌮䜢┒䜚䛡䛯䜚䚸ⰼྎ䜔㣭
䜚ྎ䛾䛛䜟䜚䛻䜒⏝䛷䛝䜎䛩䚹
䚷⁽ჾ䜢㏻ᖖ䛾䛔᪉䛰䛡䛷䛺䛟䚸↻≀䜢┒䛳䛯䜚䚸
่㌟䜢ධ䜜䛯䜚䛸䝹䞊䝹䛻䛸䜙䜟䜜䛪䚸⫹䛻䛳䛶
䜏䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䚷䜟䛺䛔䛸⁽ჾ䛾䛿ฟ䛶䛝䜎䛫䜣䚹
䚷⁽ჾ䛿㛗ᖺ䛚䛔䛔䛯䛰䛟䛣䛸䛷䚸⨾
䛧䛔ගἑ䛜⏕䜎䜜䜟䛔῝䛔䜒䛾䛻䛺
䛳䛶䛔䛝䜎䛩䚹
䚷䝬䝒䝅䝍୕ᮏᯇᗑ䛻䛿ㆭᒱ䛾⁽ჾ䞉ᚋ
⸨ሬ䞉㇟㇂ሬ䞉⊂ᴦሬ䞉㉺๓ሬ䞉⣖ᕞ䛾
⁽ჾ䞉䛺䛹䚸᪥ᮏఏ⤫䛾䛾⨾䛧䛔
⁽ჾ䛜ᒣ䜋䛹䛒䜚䜎䛩䚹䛬䜂ぢ䛻
᮶䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷

WebShop天貨 教材自立共和国yahooショップ 教材自立共和国

㻌
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷

三本松小売部店長三村
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パソコン教室便り

インターネットは危険がいっぱい？？
ワンクリック詐欺について知っておきましょう。

ڦインターネットに潜む危険
その３．
ワンクリック詐欺
ࠉ
 ⏬㠃⾲♧ࡉࢀࡓࠕࡣ࠸ࠖࠕ(QWHUࠖࠕྠពࡍ
ࡿࠖ࡞ࢆࢡࣜࢵࢡࡋࡓࡔࡅ࡛࣭࣭࣭
ࠕࡈⓏ㘓࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ᪥௨ෆۑ
ࢆࡾ㎸ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡞ࠊᙉไⓗධ
࣭Ⓩ㘓ࡢ⏬㠃࡞ࡾࠊධ㔠ࢆᨭᡶ࠺ࡼ
࠺ࡋࡴࡅࡿᡭཱྀ࡛ࡍࠋ
ࠉᅇࡢࢡࣜࢵࢡ࡛ㄳồ⏬㠃ࡀฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛࣡ࣥ
ࢡࣜࢵࢡブḭࡤࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ㔠㢠ࡀᩘᑡ㢠࡞ࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿࢲࣝ
ࢺ⣔ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪከ࠸ࡓࡵࠊᐙ᪘▱ࡽࢀ
ࡓࡃ࡞࠸ࡇࡽᛮࢃࡎᡶࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋ
ࠉ最近は、
ゲームの攻略サイトやアニメの情報サイ
トでも仕掛けられていることがあるࡼ࠺࡛ࠊぶ┦
ㄯ࡛ࡁࡎᏊ౪ࡀᡶࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࡼ࠺

志度校インストラクターから・・
ࠉᚿᗘᰯࡢࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮ࡢᓥᓮ࡛ࡍࠋ
ࠉࡳ࡞ࡉࢇࡢ୰ࡶࠊࢠࢱ࣮ࢆᙎࡃࡢࡀዲࡁ
࠸࠺᪉ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ⚾ࡣࠊ⊂Ꮫ࡛ࡍࡀࠊࢠࢱ࣮ࢆᙎࡃࡢࡀዲࡁ࡛ࠊ
社会福祉施設とか公民館とか自治会の集会所とか
喫茶店などで、演奏をしています。
ࠉᙎࡃ᭤ࡣࠊḷㅴ᭤ࡸࢡࣛࢩࢵࢡ᭤࡛ࡍࠋ࠾ᖺ
ᐤࡾࡣࠊࠕㄡᨾ㒓ࢆࢃࡊࡿࠖ࡞ࢆᙎࡁࡲ
ࡍࠊཱྀࡎࡉࢇ࡛ࡃࢀࡲࡍࠋ
ࠉ᭱㏆ࡢࡇࡣᛀࢀ࡚ࡶࠊ᫇ࡢ㟷ࡢᛮ࠸ฟࡣࠊ

࡛ࡍࠋୗᅗࡢࡼ࠺ࣃࢯࢥࣥࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᦠᖏࡸ
ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛࡛ࣥࡶ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ
࡛ὀពࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
対処法は？
ࠉ⯆ᮏ࡛ࢡࣜࢵࢡࡋ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡅࡿࡇ
ࠊもし請求画面が出たとしても無視しておくこ
とが大事࡛ࡍࠋỴࡋ࡚࠾㔠ࢆᨭᡶࡗ࡚ࡣ࠸ࡅࡲ
ࡏࢇࡋࠊ࣓࣮ࣝࡸ㟁ヰ࡛㏥ࡋࡓ࠸ࠊ㐃⤡ࡍ
ࡿࡢࡶ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࡸ㟁ヰ␒ྕ
ࡀ┦ᡭ▱ࡽࢀࠊࡑࡇࡽᯫ✵ㄳồࡢࣁ࢞࢟ࡸ
㟁ヰࡀࡗ࡚ࡃࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡽ࡛ࡍࠋ
ࠉࡲࡓࠊࣃࢯࢥࣥࡢሙྜࠊ⏬㠃ࡎࡗධ
ෆࡢ⏬㠃ࡀ⾲♧ࡉࢀ⥆ࡅࡿ࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ࠺ࡋ࡚ࡶ࠾ᅔࡾࡢሙྜࡣ᭷ᩱ࡛ฟᙇࢧ
࣮ࣅࢫࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࣐ࢶࢩࢱࣃࢯࢥࣥ
ࢫࢡ࣮ࣝࡈ୍ሗࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᛀࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࠉ⪺࠸࡚ୗࡉࡿ᪉ࡢࡇ
ࢆᛮ࠸ࠊ୍⏕ᠱ₇
ዌࡋࠊࠕࡼࡗࡓࡼࠋ
ࠖࡢ୍ゝࢆ࠸ࡓࡔࡅࡿ
ࡢࡀࠊఱࡼࡾࡶ࠺ࢀࡋ
࠸࡛ࡍࠋ
ࠉࡇࢀࡽࡶࠊ࡛ࡁࡿ
㝈ࡾ⥆ࡅࡓ࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ
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ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉ

ᑠ⏣‴

┴㐨

㬞
㒊

ࡃࢀ㔛ࠕ౧ࠖ


ᕝ
ㆭᒱ࢝ࣥࢺ࣮ࣜ
࣒࣮࣑࣮
ࢡࣛࣈ

⳥ụᘓタ
ᅜ㐨  ྕ⥺
ࢭࢩ࣮ࣝ
㬞㒊≀ὶ
ࢭࣥࢱ࣮

ࠉ
ࠉ
ࠉ

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

ᚿᗘ࢝ࣥࢺ࣮ࣜ
ࢡࣛࣈ

ྕ⥺

ࠉ
ࠉ⠏ᖺ௨ୖࡢྂẸᐙࢆᨵࡋ࡚ࡢᮏ᱁㢼
సᩱ⌮ࡢ࠾ᗑ࡛ࡍࠋ᳃ࡢ୰࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠉ࡚ࡶ⣲ᩛ࡞ᗑ࡛ࡍࠋࡕࡻࡗ㉕ἑ࡞ࣛࣥࢳ
ࢆᴦࡋࡴࡣ᭱㧗ࡢሙᡤ࡛ࡍࠋナビには出ない山
の中なので地図を参考にしてください。
ࠉࠗ㨶࠘ࠗ㔝⳯࠘ࡇࡔࢃࡗࡓ⳹࡞ࣛࣥࢳ
࡛ࡍࠋ㔝⳯ࡣᩜᆅෆ࡛↓㎰⸆ࡢ⮬ᐙ᱂ᇵ࡛ࡍࠋ
ࠉࣛࣥࢳࢱ࣒㸸㹼㸸㸦ண⣙ไ࡛ࡍࡢ
࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋᙜ᪥ண⣙㹍㹉㸧ࠉࠉ1650円
ࠉࢹࢼ࣮㸸㹼㸸㸦ࢹࢼ࣮ࡣྡᵝࡼ
ࡾண⣙ྍ⬟㸧
ࠉ᳃ࡢ୰࡛࡚ࡶࣇࣞࣥࢻ࣮ࣜ࡞㒔ⓗ࡞࣐ࢫ
ࢱ࣮ኵ፬ࡢᗑ࡛ࡍࠋ
ࠉࡇࡢ᪥ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗ
ەฟࠉⅬࠉձࡌࡷࡀ࠸ࡶ࢝ࡢ࣮࢞ࣜࢵࢡ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࣂࢪࣝࢯ࣮ࢫ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉղ᰿࣭࢟ࣗ࢘ࣜࡢ㓑ࡢ≀
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉճ࠸ࡋࡶࡕ㸦㨶㸧ࡽᥭࡆ୕ᮼ㓑
մ⮬ᐙ〇ࢩ࣮ࢳ࢟ࣥࡢࣃࢸࡢࡏࣂ
ࢣࢵࢺ

ࢲࣛࢧࢺ࣐ࢺە
่࠾ە㌟ࠉ࣐ࢼ࢞ࢶ࢜ࡢ࠶ࡪࡾ࣭ࡋࡑᕳ࢝
ࠉࠉ࣓ࣥەձ㪉࠸ࢁࡾ㔝⳯ࡢ࣐ࢫࢱ࣮ࢻ
ࢯ࣮ࢫࡅ
ࡈە㣤
ە㪉୕ࡘⴥࡢ࠾྾࠸≀
⮬ەᐙ〇ࣆࢡࣝࢫ
 ࢹࢨ࣮ࢺࡣู㏵ὀᩥ
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

侘（わび）



かくれ里

かくれ里

侘

さぬき市小田738
電話087-896-0308
定休日 毎週月曜・第2・第4火曜日

ミッション 東讃地域の文化生活創りをお手伝い
発

編
集
後
記

代表取締役 松下三郎

行

株式会社マツシタ 代表取締役

松下三郎

〒769-2701 香川県東かがわ市湊815-17
電話番号
0879-25-0118
FAX番号
0879-25-1343
メール
saburo@shikoku.ne.jp
http://www.shikoku.ne.jp/matsushita/index.html
http://www.tenka.biz/

本社

