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■ ﹁仕 事 は 奥 が 深 い ！ ﹂
新年明けま しておめでと うございます︒ 本年も何卒よ ろし
くお願いい たします︒
ニュー スレターも皆 様の﹁ニュー スレター見 たよ！﹂ の声
に励まさ れて何とか五 年目に突入す ることがで きました ︒あ
りがとうご ざいます︒
さて近 年︑昔に比べ 目に対する負 担が一段と 多くなり ︑眼
精疲労を 訴えるお客様 が増えていま す︒文明が 発展して ︑遠
くのもの を見て生活す る時間よりも ︑仕事でも プライベ ート
でもパソ コンに・タブ レット・スマ ホ・携帯・ 読書と近 距離
で目を使 う時間が知ら ないうちに増 えてしまい ︑目は悲 鳴を
上げている 状態です︒
本来人 間の目は︑遠 方を見ること が得意だと いわれて いま
す︒それ が今の時代は ︑室内で過ご すインドア の生活が 多く
なり一段 と目の負担が 増えている状 況です︒見 えにくい こと
に気付い てメガネをか けるという状 況ももちろ んですが ︑自
分では気 が付かずにメ ガネの力を借 りていない ために︑ 体全
体のバラ ンスを壊して しまうという ような状況 も多々目 の当
たりにし ています︒目 は大脳の一部 だといわれ ています ︒そ
の大切な 目にできるだ け負担をかけ ずに︑見た いものを 見た
い時に︑ イラッとしな いストレスの 少ない環境 を作って いく
のはとても 大切だと痛感していま す︒
眼鏡店 の力量がお客 様の快適な視 生活に直に 影響して しま
う︑その ような大変責 任のある仕事 に付いてい る事に一 段と
身が引きし まる思いです︒
縁あ って 今 の仕 事 に付 い てい る 事に 感
謝 し︑ 今以 上 にお 客 様の 視 生活 が ﹁快 適
に ・楽 に﹂ な るよ う に頑 張 らな け れば い
けないと心 に誓いました︒

こ のコ ー ナ ー は日 常 生 活の 中 で ち ょっ
と感動 した出 来事 や︑ 心癒 された 詩や
風景な どを紹 介し ます

鳥は飛ばねばならぬ

鳥は飛ばねばならぬ
人は生きねばならぬ
怒涛の海を
飛びゆく鳥のように
混沌の世を
生きねばならぬ
鳥は本能的に
暗黒を突破すれば
光明の島に着くことを知っている
そのように人も
一寸先は闇ではなく
光であることを知らねばならぬ
新しい年を迎えた日の朝
私に与えられた命題
鳥は飛ばねばならぬ
人は生きねばならぬ

著者 坂村真民 詩集より
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お 客様 の趣味 の作品 をご 紹介し ます

今回ご紹介するのは︑ひょうたん細工です︒
田 川市 にお 住ま いの さ ん 匿( 名 希望 の) お
宅に伺っ たとき に拝 見させ ていた だき︑ 細や
かな細工 の素晴 らし さに︑ ぜひ写 真に撮 らせ
て下さいとお願いをした作品です︒
さん はひょ うた ん細工 を初め て十五 年に
なるそう です︒ 退職 後︑ひ ょうた ん細工 の展
示を見に 行った とき にその 素晴ら しさに 魅了
されて創 りはじ めた そうで す︒ひ ょうた んの
種から育て︑すべて手作りするそうです︒びっ
くりする ほど大 きな ひょう たんや 手のひ らサ
イズの可 愛いひ ょう たんな ど︑味 のある 作品
ばか りで す︒ 店( 内 の作 品展 示は し てお りま せん )
A

しまいました。そこで長女が「ママはすぐかえってくるよ」
「大丈夫だよ」と妹をなぐさめようとくすぐりっこを始めま
した。二人で笑い出したのですが、また思い出し、「ママは
〜」と涙声に。すると長女が「おいで、抱っこしてやるから」
長女24才・次女22才・長男19才の３人の

と必死に抱えあげようとしたり、「パパ帰ってきたらうれし

子育て奮闘記です

いやろー」と話しかけてみたり。長女が自分の背中をつかま

長女3才、次女2才の冬のこと。家から５

せて、「シュッポッポしようよ」と一生懸命シュッポシュッ

分ほどの場所へお迎えに来てほしいと主人

ポと言いながら、部屋の中をぐるぐるまわっていたところに、

から電話があり、成長記録のビデオ撮影中
だったのですが、「ちょっと行ってくるか

「ただいまー」と私の声。後でその様子をビデオで見たとき
には、３才の長女の健気なお姉さんぶりに心打たれました。

ら、お留守番お願いね。」と出掛けました。
その数分間の出来事です。録画中のまま出
掛けたのですが、帰ってビデオを見てみる
と･･･。ドアが閉まった途端に、次女が不
安そうに、「ママ〜ママ〜」と泣き出して

このコーナーはめがねファクトリーのスタッフが、今夢中になっ
てい る食べ物や便利グッズな どをご紹介します

先日の同窓会の二次会で初めて飲んだ「焼酎のバチ割り」
をご紹介します。バチ割りとは、九州地方に伝わる焼酎の飲
み方で、氷を敷き詰めた鉢の中にカットしたレモンや酢橘を
入れて豪快に焼酎を注ぎ、お客様が自ら杓子で取り分けて楽
しむ飲み方だそうです。私はあまり焼酎が得意ではないので
すが、すっきりとまろやかになり、
飲みやすいので、つい飲み過ぎてし

◎新春の催し物として「第3回新春初夢ガラガラくじ」
を開催致します。8600円以上お買い上げのお客様に
ガラガラくじを引いていただきます。うまいものを
色々と取り揃えております。空くじなしです。
ぜひお待ちしています。
◎１月第3日曜日(18日)は休まず営業致します。
◎２月20(金)・21(土)・22(日)の３日間は大田質屋
さんとのコラボにて、貴金属の買取を行います。
詳しくは見え〜るニュースをご覧ください。

まいました。とっても美味しかった
ので皆様もぜひお試しください。

こ の QRコ ー ド を 読 み 取 っ て ホ ー ム ペ ー ジ へ GO！

URL http://megane-factory.com/

