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6年0月 に市の保 健福祉
平成 1
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センタ ーが健康 づくり対 策の一
つとし て︑３B 体操を試 みて下
さいま した︒当 初は六十 歳以上
の者が 対象でし たが︑翌 年から
は岩村 ふれあい センター のご理
解を頂 き︑﹁岩 わかば﹂ のサー
クルが できまし た︒年齢 制限は
なく毎 週水曜日 午前中に ︑地元
岩村の 方々を中 心に市内 のあち
こちか ら︑以外 は山田︑ 大津か

岩村ふれあいセンター便り
平成２０年１月５面

りです ︒これか らも宜し くお願
ら参加 していま す︒
３B 体操とは ︑
ボール ︑ベル︑ い致し ます︒
福岡秀子 さん
︵東 崎︶寄稿
ベルタ ーの用具 を運動の 助けと
して使 用しなが ら︑すべ ての動
きを音 楽に合わ せて仲間 と楽し
く行う 健康体操 です︒
ボ ールは︑
ボール の丸み︑ 弾み︑転 がりを
利用し て全身を 整えます ︒
ベル は︑ベル のクッシ ョン︑
空間を 利用して 失われつ つある
機能を 回復しま す︒
ベル ターは︑
ベルタ ーの伸び 縮みを利 用して
全身の 矯正をし ます︒素 晴しい
指導者 の金子先 生の明る い雰囲
気に︑ 皆んなが 引き込ま れ︑大
笑いし たり︑一 生懸命に なって
リズム を覚えた りしてい ます︒
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県下の ３B体操 の仲間の みなさ
んと大 会に参加 したり︑ 岩村ふ
明け まして︑ おめでと うござ
れあい 祭りにも 二年参加 させて います ！︒
頂き︑ 地元の皆 様とのふ れあい
旧年 中はJA 事業に格 別のご
も で き て と て も 楽 し か ったで 支援︑ ご協力を 賜り厚く 御礼申
す︒
し上げ ます︒ま た岩村給 油所に
現在 三十五名 の在席で 夏には ついて は︑ＪＡ 合併前よ り長い
ビヤー ガーデン で︑暮れ には忘 間ご利 用戴き誠 に有難う ござい
年会で 賑やかに 自分ほぐ しをし ました ︒今後は 日章給油 センタ
て楽し いひと時 を過ごし たりし ーでの ご利用を 引き続き ︑よろ
ていま す︒何と いっても 新しい しくお 願い致し ます︒
0 月1日の 臨時総
施 設 で 快 適 に 活 動 す る 事が出
さて ︑昨年1
3
来︑友 達の輪も 広がり嬉 しい限 代会に おいて﹁ 支所等体 制再構

築につ いて﹂が 原案通り 承認さ
れまし た︒
2日よ
これ を受けて 本年５月 1
り野田 の経済事 業本部へ 移転し
名称は 岩村支所 より中央 支所と
変更に なります ︒︵ 将来的 にはJ
A南国 市︑事業 の中心地 となる
計画で ︑支所の 名称は中 央支所
と決ま りました ︒︶
今回 の支所再 構築に伴 い信用
渉外を 新設し皆 様のお宅 へ出向
く体制 を強化し て農協と 地域の
方々の つながり を強めま す︒
中央 支所とし てスター トする
と営農 渉外︑共 済渉外︑ 信用渉
外︑融 資渉外が 常時地域 を巡回
し皆様 のお力に なれるよ う︑努
力して まいりま す︒どん な些細
な事で も渉外担 当に話を して頂
き出来 るだけご 不便をお かけし
ないよ う︑サー ビスの充 実に努
めます ︒
﹁人 と人との 繋がり﹂を 大切に
し︑地 域に根ざ した本来 あるべ
き農協 の姿に向 かって取 り組ん
で行き ます︒
新体 制になり ましても ︑変わ
らぬご 愛顧をど うぞ宜し くお願
い致し ます︒
JA岩村 大塚支所 長寄稿

