地区 敬老会
︵ 九月二十 七日︶に
参加し ました︒ 会場は参 加者で
いっぱ いでした が︑和や かな雰
囲気で した︒岡 崎館長さ ん︑市
長さん ︑来賓の 方々の挨 拶︑日
章小学 校の男女 二人の児 童のメ
ッセー ジで始ま りました ︒あけ
ぼの保 育園の園 児達のお 遊戯で
は︑
目 を潤ませ る可愛さ でした︒
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また ︑マジッ クショウ には皆
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んな感 嘆の声を 上げまし た︒踊
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りはと ても艶や かで見事 な身の
振りに 陶酔しま した︒佐 竹一美
十一 月三十日 ︑毎年恒 例のボ
様︑藤 本明子様 ︑皆様方 本当に ウ リ ン グ 大 会 が 開 催 さ れまし
3名 で我が
ありが とうござ いました ︒
また︑ た︒今 年の参加 者は2
司会者 の大町秀 子様もど このア 家は私 たち夫婦 ︑応援役 の娘達
ナウン サーかと 思うほど 素晴し の６人 で参加し ました︒ どうし
く︑楽 しい時間 を過ごす 事が出 ようか と迷いま したが︑ たまに
来まし た︒
は親子 でボウリ ングもい いかな
本当 に有難う ございま した︒ と思い 出場する 事にしま した︒
会場に 着き︑大 会が始ま るのを
恒石 敦子さん ︵堀ノ内 ︶寄稿 待って いると︑ マイボー ル︑マ

岩村ふれあいセンター便り
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イシュ ーズを持 って次々 と参加
者の方 々が来ら れました ︒驚き
ました ！岩村は ボウリン グを熱
心に楽 しんでい る方々が 多いん
だと始 めて知り ました︒ 岡崎さ
んの挨 拶の後︑ いよいよ スター
ト︒私 は﹁お父 さん︑う まいや
〜ん﹂ という娘 達のビミ ョウ〜
な声援 を受けな がら頑張 っては
みたも のの︑一 ・ニゲー ムは惨
憺たる 結果︒三 ゲーム目 に入る
6 ものハン デイ︵妻 より多
前に3
ステージに魅せられて！

い︶を もらい︑ 嬉しいや ら恥ず
かしい やら︒
娘 たちに
﹁ お しい〜
っ！﹂と慰めら れつつ︑三 ゲーム
を 投 げ 切 る こ と で 精 一 杯で し
た︒母 はという と︑♪律 子さん
〜︑律 子さん〜 ︑さ・わ ・や・
か・律 子さん〜 ♪のボウ リング
ブーム には恐ら く乗り切 れなか
ったの ではない かと思わ れるフ
ォーム で︑投げ たボール はゴロ
ゴロゴ ロとまる でスロー モーシ
ョン！ それでも たま〜に スペア
やスト ライクを 出すなど 大健闘
︵？︶ ！ほかの レーンで は︑マ
イボー ルが一味 違った輝 きをみ
せ︑殆 どがスト ライクや スペア
という ハイレベ ルな闘い が展開
されて いました ︒ところ が︑終
わって みれば恥 ずかしい ハンデ
イのお 蔭で三位 と言うミ ラクル
な成績 ︒更に娘 たちの応 援で思
いがけ ないファ ミリー賞 も貰う
ことが 出来まし た︒同じ 地域に
いても めったに 見かけな い方々
との和 気あいあ いの交流 ︑そう
いった 方々のプ ロ級の腕 前を見
ること が出来て ︑本当に 嬉しか
ったで す︒あり がとうご ざいま
した︒
和 田隆二さ ん
︵堀ノ 内︶寄稿

