ＣＴＦ通信 第 166 号

2017 年 1 月

発行ＣＴＦ松阪

第 1 ページ

新年のごあいさつ
明けましておめでとうございます。CTF 松阪会員の
皆様におかれましては、穏やかな新年を迎えられたこ
とと存じます。
2017 年の干支は、
「丁酉（ひのと・とり）
」となり
ます。酉の由来は、
「果実が極限まで熟した状態」とい
うもので、漢字と音が似ていて身近な動物の一つであ
る、
「酉（トリ）
」の漢字をあてたものだそうです。

平成 29 年元旦

CTF 松阪役員一同

酉（トリ）は「取り込む」に繋がり、そこから運気
もお客も取り込めるということで、酉のつく年は商売
繁盛に繋がると考えられています。また「物事が頂点
まで極まった状態」が酉年だと言われています。習い事などで結果が得られたり、商売などで成果が得られ
るかもしれません。
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新年あけましておめでとうございます。
今年も何かとお世話をかけると思いますがよろしくお願い申し上げ
ます。
私の新年の抱負は大きい。それは、長年の夢である「感謝の丘」を全
国に広めることであります。「感謝の丘」の商標登録から平成２８年１
２月で 10 年になりました。昨年 12 月友人と久しぶりに、日の出前の
薄暗い山道を「感謝の丘」までに登りました。
稜線から顔を出す朝日の光と影、眼下の雲海は、まさに愛郷無限の世
界。人は老いるけれど昇る朝日は 10 年前と少しも変わっていない。振り返れば、私も小黒田町の住民になっ
てそろそろ 1５年になります。その間の素晴らしい人との出会いは一生の宝物。
私も６６歳、まだチャレンジの年代と自負している。今年から夢の実現に向けて本格的に取り組むつもり、
忙しい一年になりそうで楽しみである。
最後に、ＣＴＦ松阪の皆様とご家族にとって今年も良い年でありますように。
感謝の丘・ほたる窯
代表 三田 守。
今月号は文字数が多いので、第 1 ページ、第 3 ページ、第 4 ページに SP コードを 2 個付けて
あります。第 1 ページ、第 3 ページ、第 4 ページでは、先に左下の SP コードを、次に右下の SP
コードを読んでください。
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吹き出しを作成する

Word で文章中や画像等に説明文として吹き出しを挿入する方法を紹介する。

１．挿入のインデックスをクリックし、その中の
図形を選択する。
２．吹き出しの項目から好きな図形を選択する。
３．左上からドラッグして吹き出しを描く。
４．吹き出しの書式から希望のスタイルに
変更する。
５．吹き出し内にコメントを入力する。
６．吹き出し口の位置を変えるには、黄色のハンル
にマウスを合わせドラッグする。
※ 吹き出しの形を変えるには、白いハンドルにマ
ウスを合わせドラッグする。
※ 吹き出しを回転させるには、緑色のハンドルに
マウスを合わせドラッグする。
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【12 月】の活動報告

【1 月】の活動予定

障がい者対象個人向けパソコン講座

障がい者対象個人向けパソコン講座

（13 日、20 日）

10 日、17 日、24 日

作って楽しむパソコン講座「年賀状作り」

松阪市障がい者福祉センター

9:30～11:30

会員スキルアップ研修会（３）

（7 日、14 日、21 日）

IT サポート訪問

16 日
（3 日、26 日、29 日）

松阪市障がい者福祉センター

9:30～11:30

徒然なるままに

お伊勢さん 125 社というのをご存じじゃろか？
伊勢神宮の 125 社の中で最も格が高いのはもちろん皇大神宮
（内宮）と豊受大神宮（外宮）
。次いで別宮 14 社が控え、最も数
が多いのは摂社 43 社・末社 25 社じゃ。社殿は簡素で、ローカル
な名前が多いが、いずれも千年以上の歴史がある由緒正しい神社
じゃ。女神様が多いが、その中には稲を荒らすイノシシを狩りする
勇ましい女神もいらっしゃるそうな。
神様の御料や祭典にかかわる神々を祭る所管社という神社も 42
社ある。例えば、神様の水を汲む井戸の守り神、塩づくりの神、麻
や絹を織る機殿の神、神域の境界を守る神・・・大御神の衣食住す
べてにわたりご不自由がないようにと専任の神々が配されている
のじゃ。
この松阪にも所管社 18 社があるのじゃがご存知かの？松阪神
社や御厨神社ではありませんぞ。次回からは、松阪と玉城あたりに
ある、所管社・摂社・末社をご紹介しよう。
おっとその前に、正しい参拝手順をご紹介しよう。
お手水の正しい作法
① 手でひしゃくを持ち、水をすくって左手を清める。左手にひしゃくを持ち替えて右手を清める。
② 再び右手にひしゃくを持ち替えて、左の手のひらに水を受け、口をすすぐ。
③ 左手を清め、
最後にひしゃくに残った水で柄をすすぎ、ひしゃ
くを伏せて戻す。
拝礼の正しい作法
① 勢を正し、深く二拝する
② 二拍手する。目を閉じてしばし祈る
③ 最後に深く一拝する。
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リレー随筆ナンバー164

今月は、CTF 松阪の総会ではたいへんお世話になっています E．M
様からご投稿いただきました。

164
『海賊とよばれた男』
Ｅ．Ｍ
百田尚樹の同名の小説を映画化したもので、二年前に本を読んで感動し、
岡田準一主演というのもあって、何年ぶりかで映画館に行き、
『海賊とよば
れた男』を観てきました。
戦後 何もかも失い、残ったのは借金のみ、大手から排斥され売る油もな
い、異端の石油会社の店主が、社員のひとりも馘首（かくしゅ）することな
く、社員と共に苦難を乗り越え、
再生していく。敗戦後日本の石油エネルギー
を牛耳ったのは、巨大石油資本「メジャー」たちで、他の日本石油会社はつ
ぎつぎとメジャーに蹂躙されていくなか、
果敢に立ち向かった「日章丸事件」
に材をとったものです。
よくぞこんな凄い人たちが日本にいてくれたのかと、感動的で痛快な話で
す！
モデルは出光興産の創業者・出光佐三で、登場する男たちはみんな実在の
人達です。
。
１９５３年という私の生まれた年の話で、覚えている訳がないのですが、
小学生の時、港で日章丸という大きな船を、沢山の人達が出迎えている
ニュースの映像をみた記憶がはっきりあるんだけど？？あそこにこんな凄
いドラマがあったんですね。
小説を読んでいるので、映画は少し物足りなさもありますが、メイクに凄
い時間をかけたという６０代の岡田準一がとてもいい雰囲気で、この人、
「永
遠の０」
「黒田官兵衛」と作品をひとつやり終えるごとに凄く成長して、魅
力的になっていく感じで、楽しみな役者さんです。
また店主の部屋には、出光佐三が好きだったという、仙崖さんのホッコリした絵の掛け軸が掛けられて
いたのは、美術ファンとしては見逃せないところ…出光美術館へ行きたい！

編集後記
新年あけましておめでとうござ
います。本年も昨年同様よろしくお
願いします。
紙面の都合でスキルアップ研修
会の様子が掲載できませんでした
ので 2 月号に掲載予定です。
今年の正月休みはカレンダーの関係から日数が
少なく物足りない感じですが、その分飲み食いす
る機会が少なくなり健康的ではないかと前向きに
考えています。今年の抱負は・・・ですが、三日
坊主にならないよう頑張ります。皆様は今年 1 年
何かに挑戦されますでしょう
か、エピソード
等がありました
らお知らせくだ
さい。
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