
 

 

 

 

 

 

 

秋のハイキング （11 月 25 日） 

長岡天神・サントリービール工場へ 

 

 私は、今年 10 月からこの教室に入りました呉です。今回

の秋のハイキングに参加しました。日本に来て初めてのハ

イキングで、楽しかったです。 

 この日は紅葉の時期で、最初に長岡天満宮に着きました

ら、紅葉がちらちら舞っていて、美しい景色でした。神社

の中で七五三詣を見て、和服を着ている子供の姿が、とて

もかわいいと思いました。日本の風習も勉強になりました。

ここでみんなときれいな紅葉を背景に、記念写真を撮りま

した。 

 その後、近くの公園で友達と一緒に日本の生活について、

いろんなことを話しながら、お昼ご飯を食べました。この

日本語教室でたくさんの友達ができて、うれしいと思いま

した。 

 それからサントリー京都ビール工場に向かって、短い距

離ハイキングしました。工場に着くと、きれいなお姉さん

が工場の中をガイドしてくれました。 

おいしいビールのつくり方を教わって、「ザ・プレミアム・

モルツ」もいただきました。ビール工場の見学で、ビール

のおいしさもわかりました。 

 日本の工場見学での触れ合いを通じて体験したことは、

私にとって役立つことだと思っています。 

私は４年前、日本に留学をしに来ました。今年４月から

会社に就職して、社会人になりました、仕事をしているう

ちに、日本の物事に興味を持って、日本で暮らしたい気持

が、強くなってきました。 

 これからもこのような企画があれば、また参加したいと

思いました。 

（呉静怡さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11/25 AM9:00、阪急梅田駅に集合した市岡日本語教室の

仲間たちは、元気よく出発し、既に長岡天神駅で待ってお

られた方と合流、総勢約 50 名での、深まりゆく秋を満喫す 

るハイキングとなりました。 

まずは菅原道真が大宰府に左遷される時に、名残を惜し

むために訪れた地といわれ、道真を祭神として奉っている

「長岡天満宮」。この日も華やかな着物姿の子どもたちや、

八条が池に映える紅葉を愛でる人々で大賑わいでした。五

月には市の天然記念物の霧島ツツジ(樹齢百数十年)で、池

は鮮やかな緋色に染まるという。ぜひ、また訪れたいな!! 

続いて、大小の紅葉が錦を織り成す紅葉庭園【錦景苑】

にて記念写真を撮り、更に奥の梅林、竹林を通り越すと・・・

樹聞に点在する木製テーブルとベンチに腰下ろし、うれし

い昼食タイムをとりました。真っ青な空には、真白き飛行

機雲がはしり一羽のトビが旋回する長岡公園でした。 

AMll:50 神殿前に在る牛の銅像(道真公は丑年の生誕)に

全員集合し、サントリー京都ビール工場へ向けて、元気よ

く出発しました。 

 酒は生命(いのち)の水である いまこそく生命の水>の

とき(ウイスキー讃歌より) 

****天然水を求めて天然水を求めて天然水を求めて天然水を求めて・・・京都工場では西山山系の湧水を用い

仕込んでいることから、‘長岡京の地'について調べてみた。

平城京から北へ 40km、近くには桂川や宇治川などの大きな

川が淀川となる合流点があり、全国からの物資を船で効率

よく運ぶことができた。発掘調査ではほぼ各家に井戸が見

つかっていることからそこに住む人々も豊かな水の恩恵を
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受けていた。また下水対策もとられ、都は清潔さを保って

いたという史実。まさに、地下に名水ありの地であった。 

****ビールの魂、ホップビールの魂、ホップビールの魂、ホップビールの魂、ホップ・・・9/20 の【ホップ筋肉の衰え抑え

る】という記事に私は注目してきた。即ちビールの原料、

ホップに含まれる成分に筋肉の萎縮や老化を抑える効果が

あることを徳島大研究チームが発見。クワ科の多年草ホッ

プは鎮静作用や食欲増進作用を持つ複数の物質があり、ビ

ールの製造過程や腸に吸収される時に増加するという。今

後、この成分を多く含むビールやサプリメントの開発につ

ながる可能性があるという。“多数のハーブとスパイスの

なかから、人間の体にとって有益で、かつビール酵母の生

育を阻害せず、抗菌性を持ったホップを選び出した、昔の

醸造家には敬服させられる”の文章にも心魅かれました。 

（5班 五味久美さん） 

  皆さん、こんにちは。私はカフレ・プレムです。ネパール

から来ました。2008 年 10 月 1 日に日本に来て、10 月 3 日

から市岡日本語教室に入りました。 

 私は日本に来る前に、ひらがなとカタカナを習っただけ

で、ここに入りました。ここに来て、松浦先生からやさし

く日本語を教えていただきました。ネパール語と日本語の

順番は同じでしたので、日本語の単語を英語にかえて教え

てもらいました。ここで勉強して、家に帰ってテレビをみ

ていて日本語をすこしわかるようになりました。そして、

半年あと、日本人の店にアルバイトに入りました。バイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に入って、みなさんの話を聞きながら、日本語を話すよう

になりました。市岡日本語教室のみなさんは真面目でやさ

しい人ばかりです。いろんな人から日本語を教えてもらい

ました。それで、今、日本人と日本語をしゃべれるように

なりました。 

 ここではいろんなイベントがあります。七夕まつりでは

ゆかたを着せてもらい、写真をとりました。奈良に行って

大仏を見たり、鹿とあそんだりしました。ハイキングでは

長い吊り橋をわたり、そおあとみんなで飲みに行ったり、

楽しくすごしました。 

 私は初めて住んだところは心斎橋です。そのあと、奈良

に行って、今は神戸です。今は神戸から来ています。今、

私はパパと一緒に住ん

でいます。パパはコッ

クです。ぼくも料理が

できるから、日本で自

分の国の料理をしたい

です。店をつくって、

家族みんなと日本に住

みたいです。 

 私たちが店をオープ

ンしたら、皆さんぜひ

食べに来てくださいね。 

 （ネパール カフレさん） 
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