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ふれ あいセン ターで八 月二十
五日︑ 岩村地区 の子供会 と老人
クラブ の交流会 が開催さ れまし
た︒当 日は子供 二十名︑ お年寄
十八名 と岡崎館 長さんも 出席さ
れ 楽 し い ひ と 時 を 過 ご しまし
た︒
岩村 地区老人 クラブ連 合会代
表 の 小 川 信 彦 さ ん が 司 会を担
当︑先 ず藤本明 子先生の 指導に
よる手 遊びから 始まり子 供とお
年寄が 一つの輪 になって ︑﹁ 大き
な栗の 木の下で ﹂
︑﹁あん たがた
どこさ ﹂等の曲 に合わせ て身振
り手振 りよろし く先生の 軽妙な
司会で 盛り上が りました ︒
続い て小川さ ん達の指 導でフ

リスビー ︑ダー 服が歩 いている ようにし か見え
ツ︑おじ ゃみ︑ ません が我が子 が中学生 になっ
こま回し ︑子供 たんだ なあと実 感したひ と時で
と老人対 抗のジ もあり ました︒ と︑同時 に卒業
ャンケン を行い 時には 立派に制 服を着こ なして
最後に景 品︵老 巣立っ てくれる 事を夢見 たひと
人クラブ 提供︶ 時でも ありまし た︒
付きのビ ンゴゲ
期待 と希望に 輝く瞳の 名を
ームで閉 会とな 迎える 在校生︵ 二年 名 ︑三年
りました ︒
名︶ や教職員 ︵ 名︶ は表題
交流会 は終始 を目標 に校訓︵ 礼儀︑活 気︑友
なごやか な雰囲 愛︶を 胸に卒業 生達が残 して下
気で行わ れ特に さった 文武両道 の校風を 究める
子供さん の笑顔 べく︑ 新入生が 毎日笑顔 で通い
が印象 的でした ︒司会者 の﹁来 元気ハ ツラツと 帰宅出来 る学校
年はど うしまし ょうか﹂ の問い 運営に 労力と知 恵を惜し まない
かけに﹁またや ってもら いたい﹂ 活動を 毎日心掛 けて実践 してい
と い う 意 見 が 多 か っ た ようで ます︒ 学業面で は活発な 取り組
す︒
北岡淳さ ん寄稿 みが県 や市の教 育委員会 より注
目され 視察をう ける水準 での実
﹃
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施がな され︑部 活動では 技術力
真
真理
理と
と夢
夢未
未来
来に
に！
！﹄
﹄ 以上に 精神力や 礼儀・活 気・友
愛 の ま さ に 校 訓 の 実 施 を継続
し︑今 年も男子 バレー部 や卓球
部は県 大会でも 優秀な成 績を納
める事 に︑また 他の部活 の生徒
も競技 結果以上 に人間と しての
豊かな 成長を納 める事に 成功し
ました ︒
先生 方の努力 はもとよ り地域
の方々 や家族の 支えがあ ってこ
その成 果なんだ と子供達 が気付
いてく れたら！ と願いま す︒ど
年度 香南中
副会 長
甲藤 雄一
平成 年 月 名の新 一年生
が期待 とちょっ ぴり不安 を抱い
て香南 中学校の 入学式に 参加し
ました ︒その中 には岩村 地区か
らの７ 名の新入 生も含ま れてい
ます︒
入学 式の朝小 学校との 大きな
違いは 制服との 格闘です ︒親か
ら見れ ば少し大 きめの制 服は制
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の子も 年間の 学びの時 が過ぎ
れ ば 中 学 校 を 巣 立 っ て いきま
す︒な かなか親 の希望通 りには
いきま せん︵私 自身もそ うでし
たよう に︶が︑ 岩村地区 をはじ
め多く の子供達 が﹃心豊 かにた
くまし く育つ﹄ ことが出 来るよ
う手助 けしてい きたい︵ くれぐ
れも手 出し口出 しは要注 意と肝
に銘じ ︶と考え ています ︒
岩村 地区に子 供達の笑 顔と歓
声がい つまでも 絶える事 がない
よう︑ 今後も地 域の宝を 地域と
共に各 家庭で見 守ってい くこと
から始 め︑続け ていきた いと思
ってお ります︒
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