日︵日︶第

回 社
｢ 会を明るくす

一番は母の愛・二番父の愛
月
1

63

因があります︒
出産 は十月十 日︵と つきとう か︶と 言わ
れ母親 は死と隣 り合わ せの覚悟 で子ど もを
生みま す︒現代 は医療 技術の発 達で母 子と

※使用 する前に はよく シェイク してくだ さ

い︒無 水エタノ ールを 使用して いるので 直

集中 力をた かめ︑ヒ ステリー を

接肌には使用しないでください︒

◇バジ ル

年以前では死産は多 かったの です︒ その
50
思いで 生んだ子 どもを 悪くする のは母 親の

皆さんいかがおすごしですか？

すると 空気中で 化学変 化を起こ しオゾン を

ユーカリのエッセンシャルオイルをスプレー

鎮めま す︒頭痛 ︑鼻づ まりや気 管支炎に 良

通り商 店街へ ︒日光街 道を横断 しジョ イフ
愛であ り父親の 愛です ︒愛をひ とかけ らも

私は 今のとこ ろ風邪 をひくこ ともなく 過

も 死 を 迎 え る こ と は 少 な く な っ て き ま し た︒

ル三ノ 輪商店 街を通り 抜けて第 一中学 で終
かけな い親︑過 剰にか け過ぎて しまう 親︑

ごして います︒ しかし 空気は乾 燥してい ま

加湿器 を使う方 も多い と思いま す︒アロ マ

いです︒

了のコ ースを 千三百余 の人々が 参加さ れ大
このあ ふれるよ うな愛 を子ども にどう かけ

すね︒ 外に出る と喉が はりつく 感じがし て

お酉 さまも終 わり羽 子板市の 季節がや っ

変な賑 わいで した︒天 気も良く 暖かい 日差
て行く かで決ま ってし まいます ︒欲情 だけ

痛くな ってしま います ︒そんな ときは急 い

親の 愛情をい っぱい に受けて 生活し てい

スプレ ーを作っ てお部 屋にまけ ば殺菌と と

の子供会︑４商店街︑各種

日〜

日ま で開催中 で
30

日はべるぽうと 汐

荒川区南千住８ - ５べるぽうと東館１階
西川寝具・ハーブの店
ラ・ボンヌオカモト
営業時間 朝 時から夜７時
水曜定休

す︒

ていま す︒どう ぞご来 店お待ち しており ま

入商店 街の歳末 ガラボ ン福引セ ールも行 っ

角くじ︒さらに

す ！ お 買得 品 も 色 々 ご ざ い ま す ！
円以
上お買 上げの方 にほか ほか商品 の当たる 三

川協賛により歳末セール

寒さ も本格的 になっ てまいり ました︒ 西

発生させ︑殺菌するといわれています

◇ユーカリ 抗菌作用︑気管支によいです︒

しの中 での行 進となり ました︒ 第三瑞 光小
で子ど もを作り ︑その 結果生ま れてき た子

で水分 を取るか ︑飴を なめます ︒バック に

る子ど もは経済 的に貧 しくても 人の物 を盗

もに湿 度も加わ り予防 にもなり ます︒簡 単

てきました！今年も後わずかですね︒

の生徒の鼓笛隊︑第六瑞光
どもを 捨てたり ︑殺し たり虐待 したり して

は﹁飴 ちゃん﹂ 必需品 ですね︒ 部屋が乾 燥

ドや第三中学校の吹奏楽部︑

小の生徒のマーチングバン

子ども の人生を 閉じて しまう事 件報道 が新

してい ると風邪 も引き やすくな りますね ︒

んだり ︑人に乱 暴した りしませ ん︒そ んな

に出来 るのでお 試しく ださい︒ バジルの 香

団体︑９ＰＴＡに南千住

3500

第二中学校のブラスバンド︑

事をし たら親を 悲しま せてしま うこと を考

りでリ フレッシ ュでき ︑気分も さわやか に

天王太鼓つくも会などの演

え︑悲 しませた くない と思う考 えが強 いと

なります︒

22

町会４つ

警察署︑荒川区地域振興課︑

思いま す︒子ど もにい っぱいの 愛情を 注い

㏄

シ ェイクし て出来上 が

イク︵ 混ぜる︶ します ︒混ぜた 中に精製 水
㏄を入れさらに
りです︒

12

奏行進を先頭に

区民事 務所︑ 青少年育 成南千住 地区委 員会

であげてください︒
うござ いました ︒涙を 流したり ︑怒っ たり︑ 無水エタノール

︻材料︼

垂れ幕 の持ち 手や第二 中のレス キュー 隊の

皆さま︑一年お付き 合い下さ りあり がと

生徒さ ん達が 多数手伝 ってくれ ました ︒到

大笑いしたり︑飲み過ぎあ り
t 色々なこ
とがあ りました ︒どん な時も前 向きに 明日

エッセンシャルオイル ( １
)滴はほぼ
２滴
５滴

㏄を い

0.05
cc

れます ︒各アロ マオイ ルをいれ ︑よくシ ェ

スプレーボトルに無水エ タノー ル

︻作り方︼

ユーカリ

バ ジル

㏄

名などパレードに参 加され花 を添え てく
11
ださい ました ︒演奏行 進中のプ ラカー ドや

着の第 一中学 校庭の片 付けには 一中柔 道部

がある さ︑明る い明日 があるさ と思っ て一

精製水

の生徒 さんが 多数参加 され早く 終了す るこ

朝晩 の寒さが 厳しく なってき ました が︑

日一日大切に生きてきました︒

この 運動は 犯罪や非 行のない 明るい 社会

体調を 崩さぬよ う元気 で新年を お迎え くだ

とができました︒

を築く ために ︑地域の 皆さんの 理解と 協力

た︒

を得て 犯罪や 非行を防 止するの が目的 です︒ さい︒ 一年間本 当にあ りがとう ござい まし
私は 子ども が悪くな るのは第 一に家 庭に

仙成こと杉山六郎

E/O

16

原因が あると 確信して います︒ そして ︑家

10

12

☆六郎が語る☆
南千住一口話
第146回

ツ通り 商店街 と通って 駅前を右 に曲が り仲

℡3801-4725

亜矢の
ハーブ
一口メモ

聞によく書かれています︒

る運動 の
｣ 街頭パレードがありました︒南
千住第 二中学 を出発し ︑二瑞小 前を通 りコ

12

庭の中 でも第 一に母親 で︑第二 が父親 に原

20

10

20 10
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