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雨続きで土が堅くて大変だったね。でもよく頑張っていたね。

 これまで畑の活動は非常に暑い日が多かった

会館から畑までの道のりは心地よいものでした。この日は以前子どもたちが植えたジャガ

イモとサツマイモを収穫しました。サツマイモは夏の間、アブの幼虫に葉っぱをかなり食

るとお芋に

強くお芋のまわりを掘っていきました。こ

あそび塾でお芋ほりをしてきましたが、こんなに大変だ

った記憶は

すいように柔らかい土を盛り上げてくれたのですね。

少々粘着質の土の性質もあったと思います。

 

土の中から沢山のミミズが・・・

 土の中からはいろいろな生き物が出てきました。ジャ

ガイモを掘っていただいち君は横に伸びた穴を発見。

「もぐらの穴だ！」と興奮気味でした。ミミズが次々と出てきますが、うどんのような太

は駐車場にいました。車の下に入ってしまい

くんは車が動いたときに

き込んで心配していました。後半は山倉さんがあと少し

のところまで
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べられていましたし、１０月に入ってからは雨が続き日照

時間が極端に少なかったので、やせたものしか取れないと
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想像以上に大変です

だから手伝ってよ！」の声が上がりますが、シャベルで掘

がついてしまいます。子どもたちは粘り

強くお芋のまわりを掘っていきました。こ
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さで長さも１０

ぱいいるってことは、ここの土がいいってことだね。」

というりこちゃんの言葉が印象的でした。さすが４年

生ですね。さきちゃんは大きなミミズを手にのせて見

せてくれました。ムカデやコオロギなども現れました。
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二次会で再現したい！！」という思いがあり、山さんと一緒
に再現してしまいました。途中でマイクを奪われそうになる
ハプニングもありましたが、一緒に盛り上げてくれた皆さん
に感謝です！（記　ハリー）

すあま　結婚式　2018.11.3

　今月はすあまの結婚式がありました。実に１０
年以上の間、サポセンを中心になって盛り上げ
てくれたすあまの結婚式は、大変感慨深いもの
でした。僕自身もすあまには様々なことを教わり
ました。サポセンになくてはならない存在です。
　式は海浜幕張のホテル「フランクス」で行われ
ました。この「フランクス」はチャペルがとても綺麗
な式場でした。入場するとすぐに「屋内なのに樹
が生えているぞ？！」と、驚きました。チャペル中
央にバージンロードがあり、左右に椅子が並べら
れていましたが、さらにその両脇に樹が空間を包
み込むように生えていました。そして、パイプオル
ガンと生歌が演奏される中、結婚式はとり行われ
ました。スタッフの方も大変親切で、ご予定のあ
る方は是非ご検討ください。。。

　新郎さんは、とても静かで真面目そう
な方だなという印象を受けました。某電
力会社で施工管理などの取りまとめを
行っており、福島でボランティア活動な
ども行っているそうです。温かくて、とて
も素敵な家庭になりそうですね。
　披露宴では美味しい料理をたくさん
頂きました。個人的には野菜料理がど
れも絶品でした。料理の美味しいホテ
ルとしても有名だそうです。

　二次会では、な、なんと、サポセンのキャンプでほぼ毎年
行っている「何だ何だ班会議！」を行ってしまいました（笑）
袋の中にマッサージ機、しゃもじ、ふりかけ、ペットボトル、
お茶の缶の中から、すあまが「一つだけ取り出し」て、袋を
振って各テーブルの周りを歩きます。

班ごとに相談して袋から取り
出されたアイテムを当てる
ゲームです。私はどうしても
「キャンプファイヤーの熱狂
的な雰囲気を、すあまの


