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パッチワーク教室Cotton Timeを主宰する
岩崎 美由紀さんの作品をコラムとともに紹介します

　今年も残りあとわずかとなりました。
昔から「正月事始め」の 12月 13日は、
新しい年を迎える準備を始める日とさ
れていますが、その頃にまず年賀状の
準備からというのが、我が家ではとり
あえずの「事始め」です。　
　お正月のキルトに羽根つきの羽根を
よく描きます。黒い玉は、昔はムクロ
ジの木の実の種で作られていて、漢字
では「無患子」、子どもが病気を患わ
ないという意味で無病息災のお守りに
なっているそうです。

　羽子板には「邪気の跳ね返し」の願いが込められています。縁起の良い物を揃
えて神さまをお迎えする新年、皆さまどうぞ良いお年をお迎えください。

size　２５×２５ｃｍ

ブログでも作品をご覧いただけます。
http://patchwork-cottontime.at.webry.info/

教室では、たくさんの⾒本の中から
お好きな作品を選んで頂き、

ゆっくりペースで仕上げます。
現在受講⽣募集はカルチャースクールのみになります
   ユニアート湘南平塚店  TEL 0463-25-0784
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羽子板には「邪気の跳ね返し」の願いが込

　 認知症、窒息、わが国の死亡率が増加しているの
も肺炎が関係しております。認知症により口腔ケアが
難しくなり誤嚥する事によるもの、窒息も嚥下不全か
らくると考えられております。嚥下は高齢になると筋
肉の衰え、誤嚥し易くなります。また、小児でも舌運動があまりうまくいかず
鼻呼吸ができず誤嚥し易いケースがあります。小児も高齢者も共通するのは筋
力の問題です。では、物を飲み込む嚥下はどのような運動かと言いますと最初
は口に食べ物を運び噛む事は意識のある中の行為でそこから飲み込む行為は無
意識に行う事です。まず意識のある中ではよく噛む事が必要です。よく噛む事
により認知症の予防にもなります。実際、入れ歯を使用している人は入れ歯を
使用していない人より40%認知症を予防できているというデータがあります。
次に無意識に行う事は頑張っても頑張れない部分なので日頃からの筋トレが必
要になります。主な筋トレは舌を上に上げる筋トレです。これは必ずしも高齢
者や小児だけが行う事ではありません。
この噛む行為と舌の筋トレを行う事でいつまでも美味しく食べられるように努
力してはいかがですか？かかりつけに相談してみて下さい。

「お⼝の健康について教えて下さい」

ざくろ歯科／内間  恭洋  院長

茅ヶ崎市みずき3-1-10サンミズキビル 3F（マム湘南みずき店 向かい）
ご予約・お問合せ　TEL / FAX　 0467 - 54 - 3963　

診療科目　一般歯科／小児歯科／予防歯科／口腔外科／インプラント／
　　　　　審美歯科／ホワイトニング／一般矯正
診療時間　9：00 ～ 12：30  /  15：00 ～ 20：00　　休診日　水・日・祝日
ホームページ　http://zakuro-shika.com/

デンタル相談室デンタル相談室
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湘南茅ヶ崎

  第２回「湘南茅ヶ崎ラーメン祭」を開催します。全国から選ばれ

た有名ラーメン店と地元茅ヶ崎の湘南ラーメン会加盟店が中央公園

に集結し、バラエティーに富んだラーメンを食べ比べできる、「味」

「腕」「魂」の食の祭典です。出店数は全１５店舗、地元茅ヶ崎から

は湘南ラーメン会加盟店がタッグを組みコラボ店として１店舗、湘

南ラーメン会加盟店単体で１店舗の計２店舗と、全国の有名ラーメ

ン店１３店舗です。今年の湘南ラーメン会は、湘南地区の食材を創

意工夫し、茅ヶ崎の海を感じるオリジナルラーメン『湘南潮らーめん』で出店します。

◆日時 　2015 年 1月 10 日（土）、11日（日）、12日（月・祝）　11：00 ～ 19：00 （雨天決行）
◆場所　 中央公園（茅ヶ崎市茅ヶ崎２－３－１）
◆内容 　全国 の有名ラーメン店 と湘南会加盟有名ラーメン店 よるラーメンイベント
◆料金 　ラーメン券１枚：８００円　◆アクセス　 JR 茅ヶ崎駅北口より徒歩５分
◆共催 　湘南ラーメン会、一般社団法人茅ヶ崎市観光協会　◆問合せ　一般社団法人茅ヶ崎市観光協会 　0467-84-0377

湘南ラーメン会　
・湘南ラーメン会コラボ店　
・らーめん達
全国有名ラーメン店　
・長浜ナンバーワン（福岡県福岡市）
・麺匠 真武咲弥（北海道札幌市）
・京都熟成細麺らぁ～めん京
  （京都府東山区）
・昔食堂なおじ（新潟県新潟市）
・頑固麺飯魂「気むずかし家」
  （長野県長野市）
・麺匠 佐藏（長野県松本市）
・せたが屋（東京都世田谷区）
・東池袋「大勝軒」（東京都豊島区）
・ドゥエ イタリアン（東京都千代田区）
・とろぽたや（東京都中野区）
・吉祥寺「武蔵家」（東京都武蔵野市）
・小田原ラーメン 鯵壱北條。
  （神奈川県小田原市）
・麺や Bar 渦（神奈川県藤沢市）
※出店店舗は都合により変更する場合があります。

2015.1.10( 土 ) ー 1.12( 月・祝 )

出店ラーメン店

 ＊今回からラーメン券は当日会場入口で
の販売と、全国のローソン・ミニストッ
プ店頭 Loppi でラーメン前売り券の販売
を行います。当日会場でのラーメン券購
入は混雑することが予想されますので、
事前にラーメン前売り券を購入されるこ
とをお勧めします。関連イベントとして、
NPO法人フォーエバーグリーンによる、
茶道を体験できる環境教育イベント「温
故知新」も開催します。

』 出店します

第 2回

( 土 ) ( 月 祝
ラーメン祭



   「本を売りたいけど持って行くのが面倒・・・」「二階の本が重く
て下ろせない！」「うちの本は古くて売れないかも？」「売りたくて
も忙しくて時間がない！」・・・などなど、皆さんのお悩み全部まと
めて引き受けます！本・ＣＤ・ＤＶＤ５点以上で出張無料！詳しく
はWEBかお電話でお問い合せ下さい。検索は「ブックエンジン」で！

◆代表　前川峰太郎   　   ◆住所　茅ケ崎市堤 3266-1
◆電話　070-6465-6951   ◆電話受付時間　9：00 ～ 19：00
◆休日　日曜日のみ（買取は行っております）
◆ＵＲＬ　http://www. ブックエンジン .net

ショップ ナビゲーションショップ ナビゲーション
茅ヶ崎、寒川のおすすめのお店を紹介します。

NO.8   本の処分でお困りではありませんか？

古本買取ブックエンジン .net

イベント情報

　羽子板は古くから正月の風物として親しまれてきまし
た。 江戸時代からは色とりどりの豪華な装飾の押絵羽子
板が見られはじめ、現代に伝わっています。 鏑木清方は、
押絵羽子板の研究団体の顧問を務めていたことがあり、
会には名押絵師の吉田永光や永井周山が属していました。
吉田永光は、大正 11 年（1922）に第四回帝展に出品さ
れた清方作《春の夜のうらみ》を押絵羽子板に意匠化し、
永井周山は昭和 10 年（1935）に個展へ出品された《明
治風俗十二ヶ月》をもとに制作しています。
　 本展覧会では、押絵羽子板を中心に、清方が描いた初
春の風情豊かな日本画作品を紹介いたします。

新春企画  羽子板と正月の風情

小曽根真　Super Friday!

永井周山作　
押絵羽子板

《明治風俗十二ヶ月》
のうち

《かるた（一月）》
昭和 10 年 (1935) 作
鎌倉市鏑木清方記念

美術館蔵

◆会期　開催中～ 2015 年 1月 18 日 ( 日 )
◆開館時間　9：00 ～ 17：00( 入館は 16：30 ～ )
◆休館日　毎週月曜日 (1/5・1/12 は開館 )   12/30 ～ 1/3
◆観覧料　一般 200 円 / 小・中学生 100 円
◆展示解説　12/27・1/10　13：30 ～
◆主催　公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団
◆問合せ　鎌倉市鏑木清方記念美術館　0467-23-6405

　小曽根真が横浜みなとみらいホールに登場
します！ 2013 年 6月ゲイリー・バートンとの
デュオ、2014 年 2月ニューヨーク・フィルハー
モニックとの共演、そしてついに 2015 年 1月、
満を持して待望のソロ・ライブを開催！
    世界が誇るジャズ・ピアニスト、小曽根真
のピアノを大ホールでじっくり聴ける贅沢な
ライブです。金曜の夜に特別なひとときを過
ごしてみてはいかがでしょうか？

◆日程　2015 年 1 月 30 日（金）
◆会場　横浜みなとみらいホール　大ホール
◆時間　開場 /18：20　開演 /19：00　
◆出演者　小曽根真（ピアノ）
◆プログラム　当日発表
◆料金　全席指定　一般 4,500 円 / 学生・65 歳以上・障がい者手帳を
お持ちの方 5％割引
※未就学のお子様の同伴、ご入場はご遠慮ください。
◆主催 　横浜みなとみらいホール
（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）
◆問合せ　横浜みなとみらいホールチケットセンター 045-682-2000
（電話予約 10:00 ～ 18:00、窓口 10:00 ～ 19:00　休館日・保守点検日を除く）

(c)Yow  Kobayashi  

1 月 17 日（土）第一章　祈祷
「爆勝祈願 2015in 江ノ島」
ベルマーレ放送部のメンバーやクラブスタッフ、そし
てサポーターの皆さんとで江島神社を参拝し、J1 で
の飛躍祈願をサポーターの皆さんとともに行います！
1 月 31 日（土）第二章　団結
「福島ユナイテッド交流戦」
提携クラブである福島ユナイテッドとの交流戦。
（ShonanBMWスタジアム平塚）
当日はチームの初陣となる試合に加えファンのみなさんと交流するイベントも企画中！新チーム＆新
加入選手のお披露目は要チェック！

2 月 22 日（日）第三章　出陣
「ワンダーランド 2015」
開幕前の恒例イベント「ベルマーレワンダーランド 2015」
全選手が参加し、平塚駅前商店街を一時車両通行止めにして行う
イベントとなっています。選手と直接交流できるイベントとなっ
ておりますので、写真を撮ったりサインをもらったりして会場を
まわってみてください。

DVD告知
湘南ベルマーレイヤーDVD「non stop football の真実 第 1章 ～ 2014J2 優勝～」絶賛予約受付中！
J2 の歴史を塗り替える最短昇格、そして他チームを圧倒して優勝を成し遂げた今年の湘南ベルマー
レの強さの秘密、そして原動力はー。ロッカールーム内の臨場感溢れる秘蔵映像、監督・選手のイン
タビューを交えてシーズンを振返るオススメの作品。（価格：4,000 円）
現在、下記にてご予約受付中！
・梅屋ユーユー本館 1F ベルマーレコーナー・GALLERY2 藤沢店
・公式オンラインショップ（http://bellmareshop.com/）

J2 を圧倒的な強さで制したベルマーレが
       J1 の舞台でどんな戦いを見せるのか、乞ご期待！
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湘南ベルマーレ 0463-25-1211

2015 シーズンイベント情報！～開幕までのストーリー～

3月の開幕に向け様々なイベントが実施されます！チームを身近に感じて楽しもう。

2015 年、湘南ベルマーレ　J1 の舞台へ！

　８月下旬中国へ行った際、かつての教え子が男の子を出産したというので会いに
出かけました。彼女は日系の自動車会社に勤め、日本からの部品の輸入事務を担当
していましたが、その頃は産後休暇中でした。
６月２７日に出産したというので、日本では産後休暇は８週間ですから、「もうそろ
そろ会社に復帰するんだね。」と聞くと、「いいえ、１１月下旬から復帰します。」と
言うのです。「えー、そんなに休めるの？給与はどうなるの？」と聞くと、「１００％
もらえます。」と言う返事。彼女によると中国では基本は産前産後あわせて９０日（約
３ヶ月）の休暇が取れる。産前を休まないでまとめて産後に取っても良いそうだ。
彼女の場合、出産直前まで勤務していたのでほとんどを産後休暇として取るとのこ
と。でも、これでは９月下旬復帰のはず。すると、「２４歳を越えて第１子を出産す
ると晩婚晩育休暇というのがあって３０日加算されるの」と言う。なるほど、２４
歳で晩婚かー！それでもあと１ヶ月は？「それに一人っ子政策奨励対象者として登
録すると、さらに広州では３０日の加算があるんです。これらを合計すると５ヶ月
休暇が取れるんです。」
　もう、子供は生まないと登録するの？給与は？「中国の会社は９０日分は生育保
険（日本の厚生保険に相当）で社会保険事務所が平均給与の約２／３を支給します。
これは全国共通です。でも、この会社は生育保険に加えて五ヶ月分の給与の不足分
を会社が負担してくれるんです。だから１００％。」すごいねー。日本でも産後は８
週間で、給与は中国と同じように３分の２が出産手当金として支給されるが、法律
には給与については取り決めがないんだよ。それにしても五ヶ月。１００％とはねー。
驚きだよ。「だから、日系の会社は人気があるんです。」そりゃー人気がでるよ。でも、
日系の会社のすべてがこうではありません。また中国の会社でも国の基準より上乗
せしているところもあります。
　 彼女は実家の近くに日本語を活かせる日系の会社があり、正規社員として採用さ
れたのがラッキーだったんです。日系の会社でも「派遣社員」と同じような位置づ
けで働いている労働者もいます。派遣として働いている教え子もいます。彼らの産
前産後休暇はどうなっているのかなと関心は広がります。

さむかわ国際交流協会会長八坂眞司さんによるコラムの連載です

◆著者プロフィール
八坂眞司（やさか・しんじ）
　2003年 3月、寒川町立旭小学校校長を退職。翌年イ
ギリスに渡り現地の小学校で日本語や日本文化を教える
教育活動に携わる。
その後タイの高等学校、中国の大学にて日本語教諭とし
て活動。
2013年 7月帰国。今年 5月さむかわ国際交流協会会長
に就任。
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今産後休暇中


