
体験の詳細は次ページへ

１０月２４日（日）に開催された、大仙フレンズによる交流会の様子をお知らせします♪

『避難者交流センター』がある秋田県生涯学習センターの１階に、ボッチャなどの

スポーツを、障害の有無にかかわらず誰でも利用できるスペースが設けられています。

日時： 令和３年１２月２日（木）

午後１時～午後２時

場所： 生涯学習センター1階 スポーツスペース

（正面入り口からまっすぐ進みます）

皆初めてでしたが、職員の方

が丁寧に教えてくれました！

障害者スポーツは、人がルールに合わせるの

ではなく、人にルールを合わせ、みんなが楽しめ

るようになっています。障害のある方もない方

も、スポーツを一緒にすることで「楽しい」気持

ちを共有することができます。ぜひ体験してみて

ください！
（ 生涯学習センター 柏木 睦さん ）

１１月 26 日（金）まで事前申し込みをお願いします

TEL ０１８－８６０－４５０４（被災者支援班）

ボッチャに興味があっ

た、運動不足解消に体を

動かしたかった、気晴らし

に外に出てみたかった方

など、この機会にいかが

ですか？

「楢岡陶苑」

楢岡焼陶芸体験

グリーンパレス「竹馬」

～交流会～

相談員が体験してみました♪

楢山陶苑の店主さんから

作り方を見せていただき、

皆オリジナリティを発揮し

て、お皿や湯飲み、花瓶な

どを作成しました。

毎年楽しみにしている方、初めて

参加した方２０名で陶芸を体験。

陶芸作家になったような気分を味わ

いながら、もの作りに没頭する時間

はリフレッシュにも最適ですね。

お互いの作品を鑑賞しながら会話も

弾み楽しい交流会となりました♬

感染症予防対策をしっかり行いながら、昼

食を兼ねての交流会。美味しいお料理とと

もにゆったりとした時間を過ごしました♪

お花が挿しや

すいように工

夫したり、好き

なキャラクター

を描いたり♪

支援相談員がお

待ちしております
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場所 秋田県生涯学習センター１階

（秋田市山王中島町１－１）

利用時間 午前８時半～午後５時

利用方法 誰でも利用可能。事前に予約をしてください。

【一回の利用は２時間まで。備品の貸し出しを含め無料】

予約・問い合わせ

生涯学習センター TEL 018-865-1171

・ボッチャは白 1個、赤 6個、青 6個の計 13個

のボールを使います。

・13 球全て投げて、ジャック【的】（白い球）に近

い方が勝ちというスポーツです。

・試合は 1対 1、2 対 2、3 対 3と 3つの形式が

あります。

・椅子に座り、卓球台を囲みます。

・ラケットの代わりに、かまぼこ板のよう

な長方形の板を使います。

・ネット（通常より高め）の下を、音が鳴る

ボールを転がして打ち合います。

新型コロナウイルス感染症の影響により利用期間等

が変更になる場合があります。

Ｂ

【障害者スポーツスペース】

～体験したスポーツ～

いかに白に近づけるか。ルールはシンプル。投

げる、転がす、と簡単だけどやってみると奥が深

く、とっても楽しいスポーツでした！

白いボールを狙うも最初は力加

減が難しかった。とても面白くてジ

ワッと汗をかきました！ボーリング

のように子どもからお年寄りまで

みんなで楽しめますね。

椅子に座って投げてみたら、目線が変わり違

う感覚でした。少し上達してくると勝ちたくて

チームで作戦も。回を増すごとに笑顔と歓声で

盛り上がりました♪

子どもの頃

毎日のようにやった

バドミントン。何歳

になってもやっぱり

楽しいです。
（ラケットがとても軽

かったです！）

こんなに広々とバドミン

トンができる空間があること

を知りませんでした。久しぶ

りに汗をかきました！

ボッチャ

どんな

スポーツ？

卓球バレー

～体験した感想～

座ったままのスポーツなので、椅子

から離れずにプレーするのが難しかっ

たです。ついつい熱が入り腰が「フッ」

と浮いてしまいました。

1 チーム 6 人制なので、人数が多

いともっと楽しめそう。チームワーク

でボールをつなぐのが魅力ですね。

パスを回してバレーボール

のルールに似ていますが、気

軽に出来て楽しかったです。

一体感が生まれますね。

バドミントン

どんな

スポーツ？

パラリンピックを観て

やってみたいと思ってい

ました。誰かと一緒にス

ポーツをするのは久々で

リフレッシュできました。
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避難者交流センターには相談員が当番制で在室し

ております。裏表紙のカレンダーにて当番相談員をお

知らせしています。

お気軽にお立ち寄りください。

「ゆずります」「ゆずってください」両方の声を避難者交流センター内

に掲示し、譲り合いのお手伝いをしています。

ゆずります

ゆずってください

・そろばん
・小さめのマスク(２0枚）
・鉛筆（柄は色々あります）
・こども名作全集（全１４巻）

・男性用 ジャケット・スラックス
Y シャツ（半袖、長袖 Lサイズ）

・女性用 コート（L サイズ）
・折りたたみ式ベビーカー（コンパクトサイズ）

・自転車（２６インチ） ２台
・ベビー服

ベビー用品
・八橋小学校体操着
（１５０㎝以上）

・冬用ブーツ（２０㎝～）
・冬用ブーツ（２８㎝）

・スキー用手袋
女の子用

・スキー用手袋

男の子用（４歳～）

譲りたいものがある場合は、交流センター

に写真をお持ちいただくか、

被災者支援班 Ｅ-mail：

hisaisya-shien@pref.akita.lg.jp
に画像データをお送りください。

開館日 水・木・金曜日 土曜日（第２・第４）
（祝日、生涯学習センター休館日は休館します）

開館時間 午前９時半～午後４時半

場所 秋田市山王中島町１－１
（秋田県生涯学習センター３F）

℡

・スニーカー（２０㎝～）
男の子・女の子用

・スニーカー（２７～２８㎝）
・洋服（１３０㎝以上）
男の子・女の子用

・洋服
男性用 Lサイズ

遠方の方や、交流センターを訪れる

ことが難しい方も、お電話でお気軽にご

相談ください。

「ただ話を聴いてほしい」

「ちょっと誰かと話したくなった」

などのお電話でも大丈夫です。

全１４巻

① ④ ⑤

⑧

⑫

⑦

⑭

⑯

② ③

⑩
⑨

⑪

⑰

⑬ ⑮

⑥
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支援相談員と一緒にぞうきんを縫いませんか？
皆さまに心を込めて作っていただいたぞうきんは、被災３県などにお届け
しています。どうぞお気軽にご参加ください。

〈できあがりサイズ〉
約 縦 16cm 横 23cm

（見開き）

ゆっくりと雑誌を読んだり、編み物や裁縫に熱中したり、おしゃべりを楽しんだり、各々好きなことを
して過ごしています。交流センターには毛糸やかぎ針、裁縫道具やミシンもあります。
どうぞお気軽にお立ち寄りください(^_^)

【 開 催 日 時 】 令和３年１１月１８日（木） 午後１時３０分～３時３０分

【 参 加 料 】 無料
【サークル名】 お茶っこタイム「いいねが♪」

令和３年 １１月 １１日（木）．１８日（木）．２５日（木）

１２月 ２日（木）． ９日（木）．１６日（木）．２３日（木）
午後１時～４時 お好きな時間にお越しください。

『いいねが♪』は秋田弁で「いいじゃない♪」を意味します。
好きなことをして過ごしましょう♪

これまでの累計４０５７枚！
心のこもったぞうきんは、たくさんの方のお役に立っています。

多くの方のご参加をお待ちしています!!

学習スペースの場としてお気軽にご利用ください。
相談員が宿題や家庭学習のサポートもします。

【開 催 日 時】 令和３年１１月２７日（土）午前１０時～正午
※１１月２４日までに事前申込みをお願いします。

【 持 ち 物 】 宿題などの学習用具・筆記用具

【 申 込 先 】 秋田県総務課 被災者支援班 ０１８－８６０－４５０４

今回は「刺し子ブックカバー」を作ります。図柄がプリント済みで、仕立て済みのブックカバー
に刺し子糸を使い、ちくちくと縫うだけです！どなたでも簡単にできます♪
材料はご用意いたしますので、ぜひお気軽にご参加ください。

【開 催 日 時】 令和３年１１月２５日（木）午後１時～３時
【参 加 料】 無料
【持 ち 物】 糸切り鋏、指ぬき等をお持ちの方はご持参ください。
【定 員】 ５名
【申 込 期 限】 令和３年１１月２２日（月）
【申 込 先】 秋田県総務課 被災者支援班 ０１８－８６０－４５０４

お好みの図柄と糸を選んでいただきます。
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保健師による相談会も開催します！
健康に不安なこと、保健師にご相談ください！

支援相談員も参加します！お困りごと、不安
に思うことなどございましたらご相談くださ
い。近況報告も大歓迎です。参加される皆さん
と楽しい時間を過ごせるようお手伝いしま
す。

保健師による相談会も開催します！健康に不安なこと、保健師にご相談ください！

今は、少し、 ‼皆さんほっと しているのではないでしょうか。コロナ禍で、必要以上に神経を使う生活!!
「交流サロン」の開催を危ぶみながらの月日を過ごして来ました。私も今は、チョット安堵感を味わ

‼っています。治まることを願いながら

詳細は同封の『いものこ汁交流会』チラシをご覧ください。

１１月の横手・湯沢避難者交流サロンは、『いものこ汁交流会』を開催します。
美味しい『いものこ汁』の調理体験＆試食会。このほか、スローエアロビック体験など
お楽しみ盛りだくさんの交流会です♪皆さんのご参加をお待ちしております！

【お申込み先】横手市生活環境課 くらしの相談係 TEL ０１８２－３５－４０９９（平日９時～１７時）
FAX ０１８２－３３－７８３８（２４時間可）

移動交流センター同時開催

秋田県避難者交流センターにて、保健師による『こころの寄り添い相談会』を開催しています。
相談内容は厳守しますので、安心してご利用ください。

保健師が
お待ちしています

皆さまが毎日を快適に過ごせるように、健康相談や子育てに関する相談などを
行っています。その場で血圧測定もでき、生活の相談にも丁寧に応じます。

【開催日時】令和 ３年１１月１８日（木）午後 1時～４時
【相 談 員】在宅保健師（ゆずり葉の会） ※終了時間の３０分前までにお越しください。

※静かにお話ししたい方には、個室をご用意します。

こころの寄り添い事業

11 月 保健師相談会

【開催日】令和 ３年１１月２０日（土）
【時 間】午前９時３０分～午後１時３０分
【会 場】旭ふれあい館（横手市猪岡字水上９１－２）

お楽
しみ

企画

連絡先
大仙フレンズ（事務担当；高橋）
TEL 090-9670-2852

はぴねす大仙

「はぴねす大仙」
大仙市幸町 2-70
電話 0187-88-8722

【11 月の交流サロンの日】

【日 時】 令和 ３年１１月２８日（日）
午前 10時～午後 3時

【場 所】 地域交流センター「はぴねす大仙」
‼【内 容】 「折り紙教室」を予定しています

‼是非、ご参加ください
【昼食代】 大人 200 円（小学生以下無料）

大仙
フレン

ズよ
り
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１２月～２月までに開催される

職業訓練をお知らせします！

国や県の制度の中で、離職された方、転職される方を対象として、経験のない新たな職業への就職を希望

する方の職業適応能力を促すためのもので主に雇用保険を受給している求職者の方を優先対象に、就職に

必要な技能及び知識を習得するための訓練を無料（テキスト代等は自己負担）で実施しています。また、

在職労働者や高等学校卒業者の方などを対象とした高度な技能及び知識を習得するための訓練も実施して

います。（原則、有料）

求職者支援訓練

雇用保険を受給できない求職者の方に対し、無料の職業訓練（求職者支援訓練）を実施し、本人収入、世

帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金（※

職業訓練受講給付金）を支給します。ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を実施し、安定

した「就職」を実現するための制度です。

公共職業訓練

公共職業訓練

求職者支援訓練

厚生労働省では、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、現在も様々な課題に直面している方々、

【就職氷河期世代（３５歳～５４歳）】の支援を行っています。

【対象】◆正社員雇用の機会に恵まれなかった方。

正社員就職後の就労期間が短い、非正規雇用の就業経験が多い、就労経験がないなど。

◆安定した雇用を希望している方。

＊就職氷河期世代の方々の就職・正社員化や社会参加を実現するに当たっては、ご家族の皆様からの支

援も重要です。

職業訓練

【ミドル世代応援コーナー

（就職氷河期世代支援窓口）】が

あります。

・ハローワーク秋田 ⑦～⑩窓口

支援メニュー
・「求職者担当制」による個別就職支援

・マッチングによる求人情報の提供

・求職者ニーズに応じた求人開拓の実施

・応募書類の成作方法面接対策について

・就職支援セミナーの開催、会社説明

会、見学会や就職面接会実施

・就職訓練コース等の情報、あっせん

就職氷河期世代活躍支援プラン

就職氷河期向けの短期資格等

習得コース事業
訓練目標：大型バスに必要な運転免許得、

バス会社に正社員就職すること

募集定員： ９９人

募集期間：令和２年 ８月１２日～令和４年１１月３０日

訓練期間：令和４年１２月２１日～令和４年１２月３１日

訓練実施会場：秋田北部自動車学校

トラックドライバーになるための

運転免許取得支援プログラム
訓練目標：運転免許の取得、座学訓練の受講

正社員としての就職を目指す

募集定員： ９９人

募集期間：令和２年９月１５日～令和４年１２月１５日

訓練期間：令和５年１月 1 日～令和５年 ３月 １日
訓練実施会場：公益社団法人秋田県トラック協会

就職氷河期世代の方向けの

普通自動車第二種免許習得講座
訓練目標：ハイヤー・タクシー運転手としてタクシー

会社に正社員就職すること

募集定員： ９９人

募集期間：令和３年 ５月１０日～令和４年１１月３０日

訓練期間：令和３年１２月 １日～令和４年 ３月３０日

訓練実施会場：一般社団法人秋田県ハイヤー協会

実施　　
時期

訓練科名 人員 実施場所 地域 訓練期間 申込期間

令和３年１２月１６日（木）～ 令和３年１０月２９日（金）～

令和３年１２月２９日（水） 令和３年１１月１９日（金）

令和３年１２月２１日（火）～ 令和３年１１月　４日（木）～

令和４年　６月２０日（月） 令和３年１１月２５日（木）

令和３年１２月２３日（木）～ 令和３年１１月　１日（月）～

令和４年　３月２２日（火） 令和３年１１月２９日（月）

令和３年１２月２７日（月）～ 令和３年１１月１０日（水）～

令和４年　２月２５日（金） 令和３年１２月　１日（水）

フォークリフト運転科（短期

間・短時間）
１０名 県北技能講習センター 北秋田

介護福祉士実務者研修科 15名 ママファミ介護教室大曲校 大曲

OAビジネス科（短時間） 15名 （株）しすてむ工房 横手

介護職員初任者研修科 １５名
秋田圏域人材支援事業協同

組合　研修センター
秋田

12月

実施　　
時期

訓練科名 人員 実施場所 地域 訓練期間 申込期間

令和３年１２月　９日（木）～ 令和３年１０月　８日（金）～

令和４年　３月１４日（月） 令和３年１１月１０日（水）

令和４年　１月　５日（水）～ 令和３年１０月２７日（水）～

令和４年　６月３０日（木） 令和３年１１月２６日（金）

令和４年　１月　５日（水）～ 令和３年１０月２７日（水）～

令和４年　６月３０日（木） 令和３年１１月２６日（金）

令和４年　１月２５日（火）～ 令和３年１１月３０日（火）～

令和４年　３月２５日（金） 令和３年１２月２８日（火）

令和４年　２月　２日（水）～ 令和３年１１月２９日（月）～

令和４年　７月２９日（金） 令和３年１２月２２日（水）

令和４年　２月　２日（水）～ 令和３年１１月２９日（月）～

令和４年　７月２９日（金） 令和３年１２月２２日（水）

令和４年　２月　２日（水）～ 令和３年１１月２９日（月）～

令和４年　８月２６日（金） 令和３年１２月２２日（水）

１２月
パソコン・事務習得科 20名

トラパンツコンテンツスクール

本校
秋田

  １月
電気設備技術科 15名 ポリテクセンター秋田 －

ビル管理技術科 15名 ポリテクセンター秋田 －

介護職員初任者研修科 15名
（株）ニチイ学館秋田支店大館

教室
大館

  ２月
金属加工技術科 15名 ポリテクセンター秋田 －

住宅ルフォームデザイン科 15名 ポリテクセンター秋田 －

電気設備エンジニア科　　　
（短期デュアルコース）

15名 ポリテクセンター秋田 －

雇用保険を受給できない求職者のための支援制度があります！詳しくはお近くのハローワークまで
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市町村 問い合わせ先 電話番号 体験

助成

引越

助成

住宅

助成

空き家

バンク
◎主な移住・定住支援制度

男鹿市 企画政策課 移住定住促進班 0185-24-9122 ○ ○ ○ 本市への移住希望者の暮らし体験、下見に

来市の交通費の一部を助成

大潟村 総務企画課 企画財政班 0185-45-2111 ○ ○ ○ ○
分譲地購入、新築工事費上限 100万円補助、さ
らに 1人 25万円商品券交付（最大 4人まで）

五城目町 まちづくり課 018-852-5361 ○ 「五城目町地域活性化支援センター」起業

支援の拠点

八郎潟町 産業課 018-875-5803 ○ ○ 高校生まで医療費無料

井川町 総務課 018-874-4411 ○ ○ 高校生まで医療費無料

潟上市 企画政策課 企画政策班 018-853-5302 ○ 空き家購入、リフォーム子育て、移住世帯
最大 40万円助成

秋田市 人口減少・移住定住対策課 018-888-5487 ○ ○ ○ ○ 県外から移住、子育て、若者世帯の住宅、

生活必需品などの費用補助（一定条件あり）

由利本荘市 移住まるごとサポート課 0184-24-6247 ○ ○ ○ ○ 中学生まで医療費無料、（子育て支援制度

充実）

にかほ市 商工政策課 ふるさと創造班 0184-43-7600 ○ ○ ○ 保育料無料、高校生まで医療費無料

移住・定住 市町村ガイド

秋田県２５市町村には、それぞれに移住・定住に向

けた支援制度があります。秋田県移住ガイドブック

「秋田暮らしはじめの一歩」でどんなサポートや特典

があるかチェックできます。

【移住相談窓口】

（公財）秋田県ふるさと定住機構

TEL ０１８－８２６－１７３１

＊秋田暮らしの魅力紹介

＊秋田への移住を

考え始めたら・・・

＊住まい探しをお手伝い！

＊移住体験住宅のご案内

体験ツアーや 6ヶ月以内の入居
期間のある体験メニューなどが

あります。詳しくは市町村に問
い合わせください。

秋田県央エリア

体験助成・・・移住体験に要する交通費や滞在費等の助成があります。
引越助成・・・引っ越しに要する費用の助成があります。
住宅助成・・・住宅の購入費用やリフォーム費用の助成があります。
空き家バンク・・・空き家バンク制度を整備しています。
＊助成対象の詳細についのお問い合は各市町村まで！

五城目町

525年の歴史を誇る五城目
朝市、そして、若者の出店や

チャレンジを応援する「ごじ

ょうめ朝市 pIus＋（通称：あ
さぷら）」は賑わいと活気で

満ちています。また、郷土食

だまこもち、日本酒、キイチ

ゴ、山菜など、おいしい食材

に恵まれています。

天王グリーンランドには「ス

カイタワー」や JFA公認の人工
芝サッカー場があり、八郎湖に

向かって広がる田園風景や日

本海など雄大な景色やスポー

ツが楽しめます。秋田市に隣接

し、仕事・遊び・買い物へのア

クセスが良いのも魅力です。

潟上市

美術館やショッピング、最新

医療施設など、都市機能の利便

性は享受したい、けれども時に

は喧騒から解放され、自然に包

まれ心を癒やしたい。充実した

都市機能と豊かな自然を併せ

持つ秋田市には日々を暮らす

うえでの"ちょうどよさ”があ
ふれています。

秋田市

次回は、

秋田

県南エリア

です。

日本各地から集められた

200種類 2000本の桜を楽しむ
ことができる「日本国花苑」。

スポーツ施設や子ども向けの

遊具エリア、バラ園などがあ

り、休日は子どもからお年寄り

まで、幅広い年代が思い思いの

休日を過ごしています。

井川町

由利本荘市

水族館はない！けれど海水

浴場はある。立ち食いそばはな

い！けれどおいしいそば屋さ

んはある。ジェットコースター

はない！けれど子どもが楽し

めるレジャー施設はある。不便

なこともあるけれど、あなただ

けの快適な暮らしが見つけら

れる場所、それが由利本荘市で

す。

鳥海山と日本海の豊富な

自然の恵みに囲まれながら、

製造業の事業所が集積する

「ものづくりのまち」です。

県内では比較的積雪が少な

いので住みやすく、充実した

子育て環境があります。山と

海のレジャーを一緒に楽し

めるのも魅力です。

にかほ市

国道７号線や、JR八郎駅、
そして高速道路の ICがあるた
め交通の便が良く、秋田市や

能代市までは１時間程度で、

無理のない通勤・通学ができ

ます。また、開けた平野に位

置していることから、県内で

は積雪も少なく、一年を通し

て住みよい町となっていま

す。

八郎潟町男鹿市 大潟村

広い空、緑の大地。長くまっ

すぐに続く道。大潟村はかつて

琵琶湖に次ぐ大きさを誇った

「八郎潟」を干拓してできた村

で、異国を思わせる景観が広が

っています。研究熱心な農家の

方が、お米だけでなく幅広い農

産物づくりに取り組んでいま

す。

三方が海にひらかれた半島

で、海あり山あり、マリンアク

ティビティーやサイクリング

など、自然の中での遊びを満喫

できます。「おがっ子ネウボラ」

による子育てサポートや、子ど

もの医療費助成などの子育て

支援体制も充実しています。

＊秋田県移住ガイドブック「秋田暮らし」は交流センターでもご覧いただけます。

ご希望の方は支援班までご連絡ください。（無料） 問い合わせ先 秋田県総務課被災者支援班 018-860-4504
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10/

31

1 2 3 文化の日 4 只野相談員 5 石川相談員 6

【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 「ちくちくの会」

13：00～16：00

（避難者交流センター）

【避難者交流センター休館日】

7 8 9 10 菊地相談員 11 只野相談員 12 石川相談員 13 矢澤相談員

【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 「ちくちくの会」

13:00～16:00

（避難者交流センター）

14 15 16 17 矢澤相談員 18 石川相談員 19 菊地相談員 20

【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 「保健師による定期相談会」

「ちくちくの会」

13：00～16：00
「お茶っこタイムいいねが」

13:30～15:30

（避難者交流センター）

【避難者交流センター休館日】

「横手・湯沢交流サロン」

«いものこ汁交流会»

9:30～14:00
※保健師相談会

（横手市旭ふれあい館）

21 22 23 勤労感謝の日 24 菊地相談員 25 只野相談員 26 矢澤相談員 27 石川相談員

【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 「ちくちくの会」

13：00～16：00

「ハンドメイド講座」

13：00～15：00
（避難者交流センター）

「学習支援」

10:00～12:00

（避難者交流センター）

28 29 30 12/

1

2 3 4

【避難者交流センター休館日】

「交流サロンin大仙」

«折り紙講座»

10：00～15：00

（はぴねす大仙）
※保健師相談会

【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 「ちくちくの会」

13：00～16：00

（避難者交流センター）

「ボッチャ体験交流会」

13：00～14：00

（生涯学習センター１F）

【スマイル通信】（秋田県内避難者支援情報紙）

令和３年 １１月 ５日 第１２０号

秋田県総務部総務課被災者支援班

〒010-8570 秋田市山王四丁目１－１

電話 ０１８－８６０－４５０４

E-mail：hisaisya-shien@pref.akita.lg.jp

フリートーク

忠犬ハチ公の飼い主としても有名な上野教授。実は、

ハチ以外にも数頭の犬を飼育していたが、亡くしていた

という悲しい過去があるそうな。

かくいう私も、昨年、息子が拾ってきたカエルの飼育

に失敗し悲しみにくれていました。先日、娘がカエルを

拾ってきまして、「今度こそは」という思いで育ててお

ります。慣れないコオロギと格闘しつつ、カエルがコオ

ロギを食べるたびに「食べた！食べた！」と感慨深い思

いです。

（三浦）
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