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6 茶倉くらぶ通信
茶倉ビレッジ（道の駅茶倉駅／リバーサイド茶倉）

今月のお知らせ（一句）
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紫陽花と茶倉 は紫陽花の美しさを引き立
リバーサイド茶倉では、毎年
紫陽花がきれいに花を咲かせ
ます。バンガローエリアの川沿
いの斜面に約200mほど、大小
合わせて120株以上の紫陽花
がピンクや青、薄い紫色を付
けて我々を楽しませてくれます。
シャッターポイントは櫛田川と
写る様子、水面がきれいな日

ててくれます。意外なポイン
トでは茶倉橋との画角も素
敵ですよ。例年6月上旬から
咲始め7月初めまで楽しめま
すが、今年は梅雨も早いので
もっと早く咲き始めるかも。
天気がいい日は茶倉駅でテ
イクアウトして、紫陽花が眺
められる川沿いでの昼食な
んていかがですか？

ツリーハウスで
ワクワクキャンプ♪

間が減って、自分が大切にしたいことに、より
集中ができるようになっていきました。
興味がある方はぜひ試してみてください。
最初は慣れるまで、少し時間がかかるかもし
れませんが、まずは何も感情も入れずに、祈り
の言葉だけを心の中で発するだけでも効果が
あります。私もそこから始めました。今は、誰か
にネガティブな気持ちが湧き上がってきたら、
あれこれ考えずにすぐに相手の幸を祈るよう
にしています。そして、心がニュートラルな状
態になってから、もう一度その人のことを考え
て、もし何かとるべきアクションがあれば、そ
の落ち着いた心の状態から湧き上がってきた
アイデアを行動に移すようにしています。
相手の幸を祈ることで、自分の幸福感も高
まってくるのを実感すると、最終的にはどんな
人に対しても感謝の気持ちを持てるようにな
ります。本当に素敵なことを教えて頂いたと感
謝しています。
私からのココロ通信は、今月号を持って最
終回となります。
これまで読んで頂き、本当に
ありがとうございました。皆さんのご多幸をこ
れからもずっとお祈りしています。
（ライフコーチ ザリッチ宏枝）

地元のお客様︑観光のお
客様︑リバーサイド茶倉
宿泊のお客様など︑多く
のお客様の笑顔を見られ
るやりがいのある仕事で
す︒詳しくは茶倉のホー
ムページをご覧ください︒
地元の皆様からのお問合
せをお待ちしています︒

高まりつつある湿度が、体調にも、時に心にも影
響を与えやすい季節に入りましたね。食いしん坊
の私は、
日本独自の発酵食品は、
この湿度があるか
らこそなのだと、そんなことを自分に言い聞かせて、
じめじめ感からくる憂鬱さを凌ごうとしているとこ
ろです。
以前にもご紹介したことがある陶芸家の北川八
郎氏。彼のポッドキャスト
「人生を変える出会い」
で、
数年前に発した彼の言葉との出会いが、私の人生
を変えてくれたことがありました：
「”自分が嫌いな人も、
自分のことを嫌いな人も、
共に幸あれ”と祈りなさい」
この言葉を聞いた時、
まずは人を嫌いになるこ
とも、人に嫌われることも別に良いのだと、急に力
が抜けていきました。
そして、
このようにネガティブな感情が湧き上が
ってしまう人にこそ、幸せになってほしいと祈るな
んて、なんて素敵なことなのだろうと、私も祈るよう
になりました。嫌い、嫌われるという感情以外にも、
とにかく自分がネガティブに感じてしまう相手に対
して、
「幸せになりますように」、
「光に包まれますように」
と祈るようになりました。
そうしたら、心がどんどんと軽くなっていくのを
実感しました。ネガティブな気持ちを引きずる時

茶倉駅では︑私たちと
一緒に
﹃おもてなし﹄して
くれるスタッフを大募集
しています︒仕事は︑主に
厨房での調理と売店のレ
ジ業務です︒飲食店での
勤務経験がなくても︑家
庭での料理の経験があれ
ばあとはお教えします︒

『茶倉ココロ通信』最終回

写真待ち

茶倉駅で私たちと一緒に
﹃おもてなし﹄しません
んんか
んんん

ツリーハウスが6月から には、木の上にある秘密基
完全オープンします！
地をベースにテントやター
階段を登った上にあるカ プも張りながら、
アウトドア
ーペット敷きのお部屋と、 の幅が広がります♪
ハウスの横にはテントサ
テントを張ってみたいけ
イトもセットになっていま どいきなりは自信がないっ
す。なんちゃってキャンプ て方でも、お部屋があれば

安心。
また、雨が降っても
ツリーハウスの下の空間
には机といすがあるので、
雨に当たらずにキャンプ
飯も楽しめます。是非ご利
用ください！

2021年6月〜7月
行事予定
riversidechakra

riverside̲chakra
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リバーサイド茶倉 有効期限 2021年6月30日（水）
■ご予約はお電話（0598-32-3223）にて承ります

RiversideChakra

※新型コロナウィルスの影響により、予定イベントが中止になったり、
営業時間の変更、
または営業自粛、休業する場合があります。
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茶倉駅 厨房・売店スタッフ募集！
！
《勤務時間》 8：30〜17:00（応相談）
《勤務日》 週2〜5日のシフト勤務（火曜定休）
※詳しくはリバーサイド茶倉（0598-32-3223）
まで
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●「※」印のイベントに関しましては、飯南地域振興局（0598-32-2511）までお問合わせ下さい。

