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人がいるとこんなに負担が減るんだ、とつくづく感じたものです。 

 

帰国したら帰国したで多忙な毎日。放牧して育てた健康な牛の赤身

肉をもっと広めよう！という趣旨の協議会に参加したり、農村に外国

人を呼び込んで日本の田舎の良さを知ってもらおう！という趣旨の

セミナーに講師として呼ばれたり…。耕太はと言えば、我が家の稲刈

りが終わった後に、牛のエサ用にワラを集めて収納、牧草の種も蒔き

ました。それから「うちのも刈ってくれ」という親戚やご近所さんか

ら頼まれた分の稲刈り作業をし、体も神経もお疲れ状態。台風がくれ

た「何もできない２日間」は、久しぶりの休日となりました。 

 

今月下旬には、４回目となる「こづみカフェ」を企画中です。稲

刈り後の田んぼを開放して、子供は阿蘇五岳を背景に思い切り自由

に遊び、大人はそれを見ながらお茶や軽食を頂く。そんな夢のよう

なオープンカフェなんです。遠方からお越しいただくのは難しいで

しょうが、もしもご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひい

らしてくださいね！お米の発送作業が終わったら、準備に入ります。

開催期間中に、近所のお年寄りから竹細工やわら細工の実演もしてもらおうと思っています。 

 

阿蘇ではここ数日でぐんぐん気温が下がってきているので、少し焦り

ながら冬支度をしています。季節の変わり目に体調を崩されませんよう、

どうぞご自愛くださいませ。 


