みなさんは︑仕事が忙しい

人男性で ｇ 未満︑成人女性

③脂質異常改善の食べ方のコ

ごはんは塩分ゼロなので︑コ

ので︑注意が必要です︒白い

１食で５ｇ 以上のものがある

市販のお弁当やカップ麺では︑

の方は︑６ｇ 未満が目標です︒

物性脂肪の摂り過ぎにつなが

工品などに偏ってしまうと動

ーグやソーセージなどの肉加

リーム系のパスタ類︑ハンバ

えることがポイントです︒ク

動物性脂肪が多い食品を控

ツ

ンビニやスーパーで選ぶ際は︑

ります︒お惣菜を選ぶ時は︑

は ｇ 未満︑さらに高血圧症

栄養成分表示を見ながら低塩

魚や豆腐︑野菜︑海藻などが

健 康 応 援 便

げ物に偏らないような注意が

分のおかずを組み合わせると

静岡県東部健康福祉センター
健康増進課

﹁主食﹂
︑
﹁ 主 菜 ﹂︑﹁ 副 菜 ﹂ を
必要です︒

今すぐできる﹁健康につながる食べ方改善﹂のコツ

そろえることが基本です︒

肥満につながってしまったり︑

第では︑過剰なエネルギーで

あります︒しかし︑選び方次

食べられる食べ物がたくさん

ありませんか︒今は︑すぐに

惣菜で食事を済ませることは

ることができます︒パンは全

を選ぶと︑食物繊維を多く摂

ど未精製の穀類を使ったもの

麦入りおにぎりや麦ごはんな

ン︑めん類のことです︒もち

ルギー源になる︑ごはんやパ

炭水化物が多い食品でエネ

主食

うにしましょう︒

毎食１〜２皿しっかり摂るよ

生活では︑不足しがちなため

使ったおかずです︒普段の食

野菜︑きのこ︑海藻︑芋類を

体の調子を整える食材である

ビタミンやミネラルなど身

副菜

１種類にして︑野菜や海藻が

の原因になります︒主食は︑

ど︑主食の重ね食べは高血糖

カップラーメンと菓子パンな

②血糖値改善の食べ方のコツ

とも意識しましょう︒

ない﹂﹁減らす﹂﹁残す﹂こ

の塩分が含まれます︒﹁使わ

ングやソース︑漬物には多く

良いです︒サラダのドレッシ

かもしれません︒

ください︒新たな発見がある

スーパーで食事を選んでみて

を参考に︑いつものコンビニ︑

すすめです︒

可︶や低脂肪ヨーグルトがお

果物︵冷凍カットフルーツも

ください︒おやつを選ぶなら︑

入っているものを探してみて

ビニやスーパーのお弁当やお

多すぎる塩分が血圧を上げて

粒粉︑ライ麦入りを取り入れ
この他に︑牛乳︑乳製品︑

静岡県東部健康福祉センター

健康的に選ぶ・食べるコツ

しまったり︑健康に悪影響に

ることもおすすめです︒大盛

しっかり摂れる副菜を添えま

食物繊維は︑血糖値の改善に

サンドウィッチとおにぎり︑

なりかねません︒

果物を１日のどこかにプラス
主菜

りやおかわりは控えましょう︒
●栄養バランスのよい選び方
のコツ

健康増進課
たんぱく質を多く含み身体

口当たりは軽くても︑糖質や

役立ちます︒また︑スイーツ

まず︑栄養バランスのよい

をつくる源になる︑肉や魚︑

①高血圧改善の食べ方のコツ

脂質が多く︑血糖値が上がり

電話０５５︱９２０︱２１１２

食事とは︑炭水化物︑たんぱ

卵︑大豆製品を使ったおかず

血圧と関係が深いのが食塩

の誘惑には注意が必要です︒

く質︑脂質︑ビタミン︑ミネ

です︒１食につき１品を基準

ツ

ラルなどが偏りなくとれる食

やすいです︒

です︒ 日の食塩摂取量は成

●健康的な食事への改善のコ

しょう︒野菜などに含まれる

日の昼食︑帰りが遅くなって

7.5

できると良いですね︒

しまった日の夕食など︑コン

6.5

に選び︑脂肪が多いお肉や揚
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事 の こ と で す︒ １ 食 の 中 で
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会員紹介

芹澤建設株式会社

教の時間というのが常だった

の帰りの車の中は︑長いお説

ーに励ましだったかも︒試合

中山佑介氏です︒ここ 年ほ

して支えたのが裾野市出身の

ォーマンススペシャリストと

は︑自分の感情をストレート

ことに未熟な親であった自分

ことを覚えています︒残念な

習の講師が帰国した中山佑介

予防の知識と実践﹂という講

2018年に受けた﹁熱中症

どＮＢＡにドハマリ中の私が︑

徐々に国の繁栄と共に歩み始

に彼にぶつけて︑それが﹁一

氏だったのです︒

﹇会社概要﹈
として登記し︑それから

生懸命﹂育てているのだと思

年

年に会社

商 号 芹澤建設株式会社
という歳月のなか︑父が守り

めた事業は︑昭和

所在地 御殿場市萩原六八八

彼 の Ｔｗ ittｅ ｒ やｎ
い込んでいました︒

年 月 日

ｏ tｅ では︑エビデンスを基

創 業 昭和

さて︑子どもが大人になり

に分かり易く︑しかしかなり

経済成長︑バブル崩壊︑リー

客観的にジュニアスポーツを

の熱量でジュニアを取り巻く

資本金 ３２００万円

見ることができると︑いろい

マンショック︑今ではコロナ

スポーツの問題を教えてくれ

代表者 代表取締役芹沢智樹

ろなことに気づきます︒今は

ショックと経済の動向と時代

ています︒昨年他界してしま

当社は︑祖父が満州へ渡っ

SNSでもいろいろなことを

の波に左右されながらも︑何

ったコービーブライアントの

たのちに土木工事業を営み始

教えてくれますが︑私が最も

とか事業を継続する事ができ

言葉を引用したり︑ニュージ

めました︒当時の満州は︑日

信頼を置いているのは﹁中山

ーランドのユーススポーツへ

ております︒

佑介氏﹂です︒ＮＢＡ︵北米

本による都市開発が盛んであ

私の心情は︑﹃謙虚と感謝﹄

子育て中の皆さんはもちろ

り︑その波に乗る事で事業も

しかし︑終戦とともに全てを

協力業者・同業者・そして家

ロンジェームズ率いるクリー

ん︑孫育て中の皆さんも遅く

の国家的取り組みを紹介して

満州に残し︑敗戦後の荒れ果

族に支えられ︑常に感謝の気

ブランドキャバリアーズが宿

ありません︒スポーツが生涯

らは週５日︑ 歳からは週６

敵ゴールデンステイトウォリ

楽しいものだと思えるよう自

のプロバスケットボールリー

てた日本へ戻る事となりまし

持ち忘れず︑奢る事無く︑地

日︒息子はサッカーに邁進し

アーズを大逆転で倒し︑悲願

分育てをしようではありませ

です︒経営者向きではないの

た︒終戦後の日本を写真でよ

道に真っすぐに生きる事です︒

ていました︒私も﹁息子のサ

の優勝を果たしたのが

んか︒

順調に繁栄していきました︒

く見ますが︑荒れ果て悲惨な

この気持ちを忘れず︑これか

ッカー﹂に夢中になりました︒

2016年︒そのチームをア

くれたりと︑私のようなわか

状況だったと思われます︒そ

らも社業に邁進する所存であ

時に叱咤し︑時に励まして︒

グ︑最近は日本人の八村選手

の様な中でも︑祖父は培われ

ります︒

スレチックトレーナー兼パフ

でしょうが︑社員をはじめ・

た知識と技術を基に︑事業の

いや︑ほとんど叱咤し︑たま

らず屋の親に気づきを与えて

33

や渡邊選手も活躍している︶

28

くれます︒

3

でキングと呼ばれているレブ

33

再開を御殿場で始めました︒
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私が継承してきました︒高度

５歳から 歳まで︒９歳か
15

64
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ブと出会う二ヶ月前に遡りま

飼うきっかけになったのはボ

トを飼った事のない私が猫を

ったのですが︑そもそもペッ

アさんから頼まれ飼う事にな

は新入りでキジトラのキリ

ト ラ の ボ ブ︵ 雄 ︶
︑もう一匹

の猫です︒一匹は先住猫で茶

我が家のペット紹介は二匹

をするけど仕方なく野良に返

不可能に近く︑一時的に保護

ての猫に里親を見つける事は

には多くの野良猫が居て︑全

は私が想像する以上に世の中

そのボランティアさんから

事になりました︒

ボランティアさんと知り合う

野良猫の保護や飼い主を探す

に相談しました︒その中で︑

から里親を探したり色々な人

とかしてあげたいという思い

ま野良のままだと可哀想で何

ことが出来ましたが︑このま

し︑中にいる子猫を救出する

で土を掘り︑水路の管を切断

事がありました︒その時は皆

り込み出れなくなってしまう

敷地内にある排水管の中に入

子猫達がある日うちの会社の

いきたいと思います︒

い︑またその存在に癒されて

れからもできる範囲で猫を救

全ての猫は無理だけど︑こ

いつも癒されてます︒

んちゃで︑その元気の良さに

猫のキリは雌ですが非常にや

の後に迎い入れた三ヶ月の子

離れない程になりました︒そ

家にいるといつもくっついて

打ち解けてくれて︑今は私が

話をしていくうちにどんどん

臆病な猫でした︒しかしお世

待を受けた痕跡があり︑凄く

ボブは野良の時に人から虐

来たのが先住猫のボブでした︒

ました︒そんな時に縁あって

飼ってみたいと思う様になり

他に保護が必要な猫が居れば

が見つかったのですが︑もし

った子猫は二週間程度で里親

われ︑一日中妻とおしゃべり

当によくしゃべるねー﹂と言

きで出会う人出会う人に﹁本

ものすごくおしゃべりが大好

まったのでした︒そんな娘は︑

女の名前は無事﹁結月﹂に決

くそれらしい理由もでき︑彼

まれたから﹂という素晴らし

ら﹁平成と令和を結ぶ月に産

みで漢字を決定︒しかし後か

を見てしまった結果︑画数の

ていた時︑うっかり画数占い

いたけれど︑漢字を決めかね

になった娘︒名前は決まって

を生き︑あっという間に令和

産まれてから一週間だけ平成

わりにこの世に誕生しました︒

年の平成最後の月︑４月の終

になる娘がいます︒2019

我が家には︑もうすぐ３歳

ています︵笑︶

いにならないことを切に願っ

ぐらいでお父さんのことを嫌

いって欲しい︑そして中学生

思うがままたくましく生きて

ら︑たくさんの経験をして︑

みじみ感じています︒これか

って︑当時の親の大変さをし

せた自分がいま親の立場にた

そうやって何度も両親を困ら

は自分の小さな頃に似ていて︑

ってその辺に寝転んじゃう所

クションです︒すぐにふて腐

もずくなど︑かなり渋いセレ

最初にボブと出会ったのは

㈱河西建設
佐野 雄一
一年前︒保護猫のボランティ
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好きな食べ物は︑納豆や海苔︑

す︒お隣の会社さんが野良猫

す場合もある等︑全ての猫が

渡邊工業株式会社
渡邊 裕介

︵雌︶です︒

を飼っていたのですが︑その

幸せになれない現状を知りま

妻 に 呆 れ ら れ て い ま す︵ 笑 ︶

く︑本気で自分と喧嘩しては

けず嫌いなところもあるらし

のおやつを食べています︒負

腹﹂そう言いながらご飯の後

覚えた言葉は﹁甘いものは別

手なことは言えません︒最近

もしっかり覚えているので下

しています︒ふと言った言葉

猫が六匹の子猫を産み︑その

した︒
それで私も一時的に猫を
保護するお手伝いをするこ
とになったのですが⁝初め
て猫を飼う大変さは覚悟し
ていたのですが︑それ以上
に猫の可愛らしい表情や仕
草にすっかりハマってしま
いました︒幸いその時預か

家族紹介
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●現場代理人の声

ードウェイに関連したモータ
ースポーツビレッジができる
予定もあります︒工事の内容
年 ヶ月の期間

いた縁もあり︑今回はその事

日々でした︒表紙に使って頂

のプレッシャーを感じながら

事があり︑そのいずれも数々

の中で大きく分けて

としては︑

業の話をしたいと思います︒

の工事遂行でした︒もっとも

バウト交差点の事業に携わる

本事業の目的は︑小山町道

気持ちが引き締まったのは︑

つの工

枝が交差する地点に

おいて﹃安全な交差点﹄を実

路線

現し
﹃町のシンボル的な役割﹄

ウト方式の交差点を設置する
ものでした︒事業全体として

ら昨年度までのほとんどの期

当していた時でした︒それか

財のある豊門公園の工事を担

駿東郡小山町大御神になり︑

きな事業でした︒工事場所は︑

で︑総事業費 億を超える大

は︑

ることができ︑ほっとするの

年 ヶ月にわたるもの

5

間は︑小山町道のラウンドア

当時︑小山町登録有形文化

9

予定です︒その他に富士スピ

近にスマートインターが開設

通予定であり︑この交差点付

以降には新東名高速道路が開

なります︒また2023年度

の須走登山口にも近い位置に

して︑世界遺産である富士山

ト﹃富士スピードウェイ﹄そ

日本を代表する国際サーキッ

れている﹃冨士霊園﹄そして

に思っています︒協会の会員

に関われたことを心から誇り

に残る仕事︑記憶に残る事業

な大きなプロジェクト︑地図

しく思っています︒このよう

の感想もいただき︑大変うれ

ら進入しても違和感がないと

た人からは︑交差点のどこか

ウンドアバウト交差点を通っ

じました︒また︑完成したラ

の皆様もこの付近にお立ち寄

りの際はぜひ通ってみていた

だけたらと思います︒

ているのですが︑昔の様な体
力もなく思ったようなプレー

バレーに関しては忠実に守っ

高校の部活の恩師が繰り返し
言っていた言葉です︒今でも

ール︑飽きずに今でも続けて
い ま す︒﹁ 継 続 は 力 な り ﹂ は

いほど︑自分の中では大切に
してきました︒
学生の頃に始めたバレーボ

て来たように思います︒この
二つの言葉が今の自分を作っ
ていると言っても過言では無

事業の最終段階である︑この
随分昔の話です︒
ラウンドアバウト交差点設置
一つ目は小学生の時︑二つ
の工事でした︒工事の難易度
目は高校生の時︒それぞれ恩
師 か ら 聞 い た 言 葉 で す︒﹁ 駄
もさることながら︑近隣およ
目だと思う自分に負けるな﹂
び他社工事との各種調整や︑
﹁継続は力なり﹂
地元住民の要望への対応など︑
思えば苦しい時も︑つらい時
多くの苦労がありましたが︑
もいつも頭の片隅にあって︑
無事に事業全体の完成を迎え
事あるごとにその言葉を思い
出し自分の向かう方向を決め

㈱川村組
岡 部 啓 子

2

と同時に︑大きな充実感を感

9

す︒

ずえで現場代理人の声を書か

5

を果たす為に︑ラウンドアバ

3

せて頂いたことを覚えていま

いまから 年前︑このいし

秋 山 由 崇
この地域には桜 選にも選ば

10

100

も出来なくなってきているの
を自覚しながら︑何とか続け
ております︒コロナ渦により
練習も試合も中止になること
が多いここ２年︒更に体力が
なくなってしまいました︒練
習がないと︑もうこのままバ
レーは出来ないかもしれない
という焦燥感と物足りなさを
感じてしまうほど生活の一部
となっているようです︒バレ
ーボールを通して沢山の仲間
に出会いました︒その仲間達
がいたからこそ今まで続けて
こられたとのだと思います︒
いつまで続けられるかわか
りませんが︑これからは駄目
だと思う自分に少しは負けな
がら継続は力なりで︑怪我を
して周りに迷惑を掛けない程
度に頑張ります︒
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久しい︒志を高くして勉励す

卒業式でも常套文句とされて

﹁ 蛍 雪 の 功 ﹂ は 名 句 以 上 ⁝︒

してこれが︑別人によって再

︵第一詩集﹃若菜集﹄に所収︶︒しか

汲み︑詩﹁高楼﹂を紡いだ︒

これなる唱歌の高雅な思想を

それが﹁蛍の光﹂の原曲であ

内で口ずさまれた別れの曲︑

しょうか﹂と解釈︒薄暗い室

い友達を忘れることができま

ったとき︑傍らの人物が﹁古

のとを／あけてぞ

で泥まみれになった姿を︑敗

に献身したインテリ達の虚無

﹁蛍の光﹂として歌いつがれ

のを採り入れ︑本邦版歌詞の

別れの曲として英詩にしたも

令和 年度
︻最優秀︼

豪夫

梨絵

㈱西田工務店

小林道路㈱

安全標語コンクール入賞作品

岩崎

藤掛

良知

江藤

やりすぎなし 安全対策 再検討

芹澤

鈴木

杉山

﹁大丈夫﹂そういう時こそ 再確認

指差し呼称

斉藤

佐藤

秀紀

渡邊工業㈱

渓

岳南建設㈱

臼幸産業㈱

佳子

里咲

岳南建設㈱

㈱大志建設

岳南建設㈱

俊也

㈱林組

修司

陽太

小林道路㈱

渡邊工業㈱

㈱佐藤建設

ベテランが 次代に繋ぐ危険予知 時代は変われど安全第一

光江

災害は少しの油断と過信から もう一度 意識高めて

順一

困った時はみんなでフォロー 人で抱えず心の安全

勲

かもしれない 一歩先読む 安全意識

新井

一つ一つの確認が 未来の笑顔ヘ ゼロ災職場

池谷

慣れた作業に落とし穴 初心忘れず 安全確認

久美子

危ないぞ 伝えて守るその命 仲間と共に ゼロ災害

︻佳作︼

慣れと過信は事故のもと 初心に戻って安全確認

︻優秀︼

災害を なくす近道 危険予知

︻優秀︼

善を重ねて築くゼロ災害

3

る︒
転向を拒否して自殺した青

べきことを言っているのであ
構成されてゆき︑新たに﹁惜

った⁝︒切々と運んでのクラ

﹁蛍の光﹂
について
年を︑旧友たちが追悼する場
にあって︑仲間が﹁オールド・

るが︑この伝来の故訓は︑や
別の歌﹂として戦後の歌声喫

イマックスとて涙を誘う⁝︒

わかれゆく ︵第一連︶

北の悲劇として扱った転向文

ているということである︒
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ラング・サイン﹂と英語で言

がて明治開国期の徳育教育と
茶等ではやり︑やがて小林旭

また昭和初期に︑
ナツプ︵無

然り﹁蛍の光﹂は︑いろい

結び︑和魂洋才へと気運する

産者芸術連盟︶に参加した高

ろな作品につながっている︒

一作のモチーフは自明︒作者

独自の唱歌の作定につながっ

見順が︑留置場にある中で妻

これも詩想の哲学性によると

の歌声となって行きわたった︑

た︒日本音階の美曲︑七・五

に去られ︑転向と家庭崩壊と

ころが大きい︒原拠はスコッ

なか︑心に響かせる句言とし

調四連構成の﹁蛍の光﹂であ

いう二重苦に耐えつつ書いた

トランド民謡で︑イギリスの

にとっては苦くして︑芳しい

る︒
まど

中篇﹃故旧忘れ得べき﹄︵昭一

詩人Ｒ・バーンズが︑これを

ということである︒

♪ ほたるのひかり
かさ

〇 ︶に も つ な が る︒ 左 翼 運 動

て咀嚼され︑これを生かせる

のゆき／書よむつきひ
すぎ

思わず〝あの頃の自分〟が

学で︑
それなる書名自体に﹁蛍

記念碑となっている︒

ねつつ／いつしか年も

よみがえってくる︒この懐か

の光﹂の主想の抱え込みがあ

けさは

しさ⁝︒島崎藤村の場合は︑

1

令和４年 4月 1 日(金曜日)
え
ず
し
い
第201号

第201号

い

し

ず

え

令和４年 4月 1 日(金曜日)

第34回
（一社）沼津建設業協会
写真コンクール

最優秀賞「梅雨の朝焼け」
立道

貢一さん

佳作「ひがし茶屋街の夜」

優秀賞「森と遊ぶ」

池谷

渡邊

佳子さん

裕介さん

佳作「大空へ」

佳作「湯上り宵散歩」

佳作「遠い遠い

渡邊

岡本茉伊さん

金田

津由花さん
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佳祐さん

もう少し」

