雨の中のシャクナゲ

4/27 撮影

日田市上津江町

人気です、ただいまキャンセル待ち 15名
先月号でご案内した田布施町まるごと公園化プロジェクト主催の『たぶせ花めぐり～バラ
～』の参加者募集は 20 日からスタート。このニュースでの告知が最初だったため 、読者の
方からの申し込み

がメインだったが、地元のミニコミ紙“サンデーやない”や“瀬戸内
タイムス”などでも紹介されて参加者は一気に増えたため、両日と
も定員を５名増やして対応したが、月末現在で 15 名の方がキャン
セル待ちの状態…という人気だ。左：訪問する４園を紹介する資料の表紙

話題満載“花 めぐり 弁当”
今回の昼食は最後の訪問先“升谷ローズ
ガーデン”のバラのかおりの中で楽しん
でいただく『たぶせ花めぐり弁当』。
製造する小行司にこにこパークに
頼んで作ってもらい 、田川さんと
試食して決めたのが この写真 。
包装紙で全体が見えないのが残念だが、バラにちなんだもの
●

●

を … と 、ご 飯 は「ばら 寿司 」にした。ちなみにネットで調べ
てみたら 、酢飯の上に具を 載 せ たのが「ちらし寿司」、具
を酢飯に混ぜ込んだのが「ばら寿司」だとわかった。
また、楽しんで食べていただきたい …と 、ユニークな

工夫も 盛

り込まれた弁当を予定している が 、 こ れ は 参 加する人

だけへのお

楽 し み 。こうして準備はすべて終わり、当日を待つばかりと
になるのは天気 。よほど 荒れないかぎり 開催することにしているの
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なったが、気
だが … ? 。

行けども 行けども 山道、落石の 不安
14 日に発生した熊本地震は２週間で震度１以上が 1000 回を超えるなど一向に終息する
気配はない。日田市上津江町 （旧上津江村） は熊本県菊池市と境界を接する山の町。震源から
の直線距離が南阿蘇村 32km、益城町 38km、由布市 44km …と、すぐ近くに位置する。
本震のあった翌朝、上津江の知り合いに電話して状況を聞いてみた。「山道に大きな岩が
落ちた程度で人的被害は今のところない」とのこ
とだったので、見舞いに栗まんじゅうでも送っと
こうかな…と思っていた。
だが、被害こそなくても毎日の余震で精神的に
マイッテいるのでは?と急きょお見舞訪問するこ
とを決 め 26 日午後、栗まんと馬島産あさり、そ
れにヘルメットを積み込んで田布施を出発、高速
道をとばして日田には 17 時過ぎに到着した。
土砂崩れによるまわり道があると聞いていたが、それでも明るいうちには着けるだろうと
思って通常だと日田から１時間の上津江を目指した。
ところがここからが大変だった。松原ダム手前から
ガードマンの指示通りに迂回路に入り、くねくねした
山道を上って何度も通っていた広域農道に出 た。
しばらく走って再び下りる道を間違えて行けども行
けども山道。暗くはなるし、落石は心配だし、曲がり
道の連続で妻は車酔いするし…とさんざんだった。
やっと食料品店の明かりが見え、聞いてみると「こ
こは天瀬町」…、２時間も走ってまだ日田の隣町をウロウロしていたわけだ。親切に教えて
もらった道を走ってやっと松原ダムの橋の信号が見えてきてホッ ！ 。そこからは落石や土砂
崩れによる片側交互通行の連続だったが、通い慣れた道だからスムーズに走れた。
上津江の道は見頃をちょっと過ぎたシャクナゲが迎えてくれ、今夜の宿を快く引き受けて
くれた川津あや子さん宅に到着したのは 20 時をまわっていた。
あや子さんは民宿『小竹庵』を 23 年間経営してきたが、２年前に廃業、現在は小竹庵の
隣の自宅…、と言っても築 200 年の豪華な古民家に住んでいる。

民宿『小竹庵』（現在は空き家）

築 35 年の上津江ログ第１号
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井上さんのログハウス住宅

前ページより

みんなのイイ笑顔に会えた『上津江』
あや子さんには日田から電話した。「私が日頃食べている夕食くらいで良ければ用意しま
すから、外食せずにいらっしゃい…」と彼女の言葉に甘えていただくことにしたが食卓には
山の幸がいっぱい。写真を撮り忘れたのが残念だが豪華な料理を前に、日本一のげんき村に
行こう…と毎年大勢で押しかけていた“かみつえツアー”の思い出話に花を咲かせながら楽
しく、美味しくいただいた。
夜は体に感じる余震もなく、ぐっす
り眠った翌朝はしとしと雨。傘をさし
て近くの川まで散歩した。
雨に煙る新緑の山々にフジの花が咲
き乱れて心地よい風景だった。
朝食をいただき、あや子さんにお礼
を言ってまず川村さんの事務所に立ち
寄って井上県議宅へ向かった。
アポなし訪問だったので奥さんはビ
ックリ ！ 。「主人は昨夜から日田の病
院へ検査入院」と聞いて残念だったが
奥さんの元気な笑顔についつい長居してしまい、昼食までご馳走になった。
昼前、奥さんに「検査終了、ほぼ良好、昼食して帰る」とメールが入った。じゃあ会って
帰ろう…と、その間に奥さんに妻の相手を頼んでログハウジングへ向かった。

益城町のログハウス 住宅
事務所には矢羽田さん、長谷部さん、足達さんと
川村さんが待っていてくれた。話題はやはり地震
の話がメインだったが、震源の益城町に建てたロ
グハウス住宅の被害状況が聞けた。
「行ってみたらサッシのロックが引きちぎれていただ
けで建物はビクともしていなかった」と聞き、ログハウス
の耐震・制震・免震性をあらためて認識した。
話に夢中になっているときに震度３がド～ンと来た。近くで
経験する地震の怖さを知り、再び井上さん宅に戻る道の運転はより慎重になった。
ログハウスは強いねぇ… 、帰ってきた井上さんの第一声
だった。築 22 年の井上さんのログハウス住宅はそれな
りの風格が出てまわりの自然に溶け込んでいた。
また来るよ…と夫妻に送られて帰路に着く。今回
残念ながら会えなかったのは 湯布院の『 クラフト
館 HACHINOSU』が被害を受け、そちらに行ってい
た蜂の巣の川野さんと、仕事で出かけていた田辺さん。
みんなの笑顔に会え、帰りは菊池におりて植木 IC から
高速に乗って豪雨の中を深夜に着りつき、往復 370km の“お見舞旅行”は終わった。
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つ き く ま ま ん じ ゆ う

こりゃあウマいッ！、日田の月隅万十
日田から帰ってきた井上さんが「食べようや」と買ってきたちょっと変わった形の回
転焼。つぶあんとゆでたまご入りで、たまごの方はマヨネーズつき。つぶあんをいただ
いたが、今まで食べたことのない感動の美味しさ
だった。
これは岡部さんの持ち帰り用 …と 10 個入りを
いただいた。子どもたちに配り、残りを妻と食べ
た。ちょっとカタくなっていたので表面を濡らし
てラップに包んでチンしたら、出来たてホヤホヤ
の食感が戻った。
袋に名 前も無 いのでネ ット 検索し たら 『月隅万
十』とわかった。この店は井上さんが高校生の頃からあったそうで「よく買って食べた
そうよ…」と奥さん。今度行ったらぜひ 買って帰りたいものだ。

“ふたりの桃源郷”、県内６館共通鑑賞券
先月号でご紹介した映画“ふたりの桃源郷”の県内上映館が決

定、各館共通の

特別鑑賞券を販売中。上映館はシネマサンシャイン下関 （下関）、

シネマ・

スクェア 7（宇部） 、山口情報芸術センター （山口） 、イオンシ
ネマ防府 （防府）、萩ツインシネマ （萩）、MOVIX 周南（下松）
の６つの映画館。
共通鑑賞券は 1,100 円。上映各館で購入可能。カント
リー工房でも取り扱いしているのでどうぞ。
６月 11 日 （土）から 山口県内ロードショー 。ぜひ
ご観賞いただきたい。

まだ空きがあります
これも先月号でご 案 内した『ログよねこ』“うたごえジ
ャンボリー”の 空 き 状 況 の ご 案 内 。14:00 からスタートする

“歌の会”は

（参加費 500 円・コーヒーと手づくりケーキ付き）。宿泊コース
まだ余裕がある。

は女性は定員

に達して締め切ったが、男性は
多少の空きがあるそうだ。
歌の会には昨年人気だった コ
ーラスグループ『 WISH 』も出
演する。５月 21 日 （土）。
お問い合わせ、申込は今田さ
ん ☎ 090 - 6437-1521 まで
第３回 ホシフルーツライブ（2/11）の WISH

どうぞ。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

今月もお読みいただき、ありがとうございました。（ 岡 部 正 彦 ）
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