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お弁 当
御 所湖広 域公 園の 周辺で は、食 事を す る
施設 が少な いと 感じ ます。 もちろ ん、 公 園
内に も食事 をする 施設は ありま せん。でも、
芝生 の広場 でわ いわ いとに ぎやか に楽 し そ
うに お弁当 を食 べる 光景は 良く目 にし ま す。
外で 食べる こと で、 おいし さを倍 加し て い
るの でしょ うか。 小 生はす こし古 い人 間 な
ので 、おい なり さん 、おに ぎり、 唐揚 げ 、
が定 番かと 思い ます が、 今 は全然 違う お 弁
当に なって いるん でしょ うかし ら。
外 での食 事は 本 当に 楽し そうで すね ぇ。
なん でです かねぇ ・・・ ・
仕 事場で は、ピ ンクの ハート がある 愛妻弁 当や独 身者が 早起き して の 手作り 弁当が 多い
のか と思い ます 。 冷凍品 も多く 出回り 、お弁 当を作 ってい る ひと たち には 大きな手助 けに
なっ ている んでし ょうね 。最近 ではコ ンビニ 弁当が 主流だ とか。 なん と なく わび しい気が
しま す。
カ ロリー メート で昼飯 ＯＫと いう人 もいま すが、 食べる ことに 無頓 着 になっ て食べ るこ
との 楽しみ がなく なって いるの でしょ うか。 特別な 時に食 べる 「 ハレ 」の食事 と 日常に食
べる「ケ」の食事 が あり ますが、いつ でも「 ハレ」の食事 が食 べられ る ように なれば 、
「ハ
レ」 の食事 イコー ル特別 な時は 楽しい の方程 式が 崩 れて、 食事の 楽し みが なくな るのも当
然か も知れ ません 。
左の 写真は 、
御 所湖湖 畔にあ る
「お山 の畑」のラー メンで す。こ
ぢんま りとし たお店 ですが 、
この
ラーメ ンのフ ァンが いるよ うで、
御所 湖 に 来た 時 は必ず とい っ て
いい ぐ ら い通 っ て いる 人も い ま
す。さ っぱり 味でお勧めで す。
他に 喫茶メ ニュ ー もあり ま すの で、一 度ご利 用し
てはど うでし ょうか 。

右 の写真 は、 先日 、御所 湖 の関 係者で 会議を
した おりに 、つ なぎ温泉 の 「 旅染 屋山い ち」さ
んに 作って もら った お弁当で す。 さすが に板前
さん の作っ たお 弁当 だけに味 とい い、素 材とい
い申 し分の ない お弁 当です。 予約 をすれ ば対応
して もらえ ると 思い ますの で、 是 非ご利 用下さ
い。

