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釣果！！（平成１９年５月９日）
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私は ︑二十数 年前から 磯釣り
日々 成長して いく様子 を間近
に︑は まってい ます︒高 知県は
かに見 ながら接 していく 事が出
もとよ り愛媛県 一帯が私 のフィ
来てと ても幸せ です︒孫 達には
ールド であり︑ 夜七時前 の天気
誰から も好かれ る子供に 育って
予報を 見るのが 日課で︑ 毎日の
欲しい と思って います︒
天気図 から︑波 の状態を 把握し は力な りと言い ますが︑ 経験を
︵サー フィン歴 三十年の 経験︶ 積み上 げている うちに︑ 水温や
和田則雄 ︑裕子
明日の 釣果を予 測してい ます︒ 潮の流 れなどを ︑
総合的 に判断︑
はじ めた当初 は︑ボー ズ︵釣 魚の居 る場所や 食わす場 所を︑
和 田 なるみ︵ 中一︶
果が０ 匹︶
もし ばしばで したが︑ あらか じめ想定 すること ができ
みずほ︵ 小四︶
磯に上 がり︑潮 の香りと ウキを るよう になり︑ 釣果が上 がって
和 田 牧 子︵ 小六︶
眺めて いるだけ で︑仕事 の煩わ きまし た︒要は 自然相手 ︑人も
伊 代︵ 小四︶
しさな どを忘れ ︑心身と もリフ 寒い時 は外に出 たくない し︑暖
悠 永︵ 一才︶
レッシ ュ出来ま す︒
かい日 はチョッ ト外出で もして
今は ︑年齢的 にチョッ トしん みよう かなとい う
﹁魚心 を汲む﹂
どいで すけどネ ︒何事も ︑継続 事が︑ 釣果アッ プの秘訣 かも︒
農業も 同じ︑な かなか思 いどお
りに行 かない事 が多いで すが︑
納 得 出 来 れ ば 良 し と し ていま
す︒
今日 より明日 へ︑少し ずつス
テップ アップ！ 仕事はも ちろん
ですが ︑自分に とって︑ 好きな
趣味が 何かあれ ばまた︑ 明日も
頑張れ る︒

どうだ！
60センチオーバー？
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梅雨 に入り天 候不順な 日が続
いてい ますが︑ 皆様如何 お過ご
しです か︒早い もので岩 村ふれ
あい便 りも創刊 以来今年 で三年
目を迎 えること になりま した︒
岩村 公民館の 活動も地 域の皆
様のご 理解とご 協力によ り少し
ずつ活 性化して まいりま した︒
そして ︑広報へ の積極的 なご投
稿に助 けられ充 実したも のにな
りつつ あり︑大 変嬉しく 思いま
す︒
この 広報は岩 村の地域 ばかり
でなく 周辺の地 域や関係 機関の
方々に も愛読し て頂いて おりま
す︒有 り難いこ とです︒ 今後こ
の広報 が更に地 域にしっ かりと
根付い たふれあ い便りに なりま
すよう に地域の 皆様の一 層のご
協力と ご支援を よろしく お願い
致しま す︒

田中和子さん作品

運営審 議会 広報 部 ・ パソ コンク ラブ 共同 制作

岩村ふれあいセンター便り
平成19 年6月

