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風香 る五月二 十日前日 から夜
半 迄 降 っ た 雨 が 嘘 の 様 に上が
り︑青 空の下で 歩こう会 に参加
しまし た︒地区 の歩こう 会は︑
年を重 ねる度に ︑参加者 が多く
なり今 回は二十 七名にな り保健
センタ ーの山本 由香さん の出席
で総勢 二十八名 でふれあ いセン
ターを 出発しま した︒
先ず は高知市 の水亀鏡 湖を見
学しま した︒前 日の雨で ダムは
満水で 湖面に写 る山々は 新緑に
包まれ て美しい ウグイス の声が
出迎え てくれま した︒少 し散策
して鏡 湖公園を 後にして ︑次は
平家の 滝へ向か いました ︒ここ
の滝も 水量が多 く二段に 落ちて
見事で した︒そ して昼食 は宇佐
のレス トラン鰹 丸で海を 見なが
ら 鰹 の タ タ キ を い た だ きまし
た︒
午後 は二十六 番札所の 青龍寺
へ久し ぶりの参 拝で先祖 供養と
家内安 全を全員 で拝み︑ バスは
一路五 台山に向 かいまし た︒展
望台の 下︑青い 空と花々 の中で
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集合写 真を撮り 本館植物 園に入
りまし た︒汗ば むような 暑さの
中で南 周りで下 に下りま した︒
そ の 道 中 は 色 々 の 花 が 咲き乱
れ︑上 から下り る人︑下 から上
がる人 ︑みんな 心を癒し てくれ
ました ︒最後は 花のドー ムへ入
りまし た︒ドー ムの中は トロピ
カルフ ラワーシ ョーで南 の島の
花が咲 きほこっ ていまし た︒帰
りのバ スは軽い 疲れと満 足感で
いっぱ いになり ました︒ やっぱ
り歩こ う会はい いねえ・ ・・い
つもお 世話下さ います会 長さん
と健康 に感謝し た一日で した︒
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平成 二十年 五 月十二日 ︑支 所
再 構築 により 岩 村地区・ 野田 地
この 度我々の 地区より ︑市会
区が一 つとなっ て︑中央 支所と 議員が 選出され ました︒ 今まで
し てス タート 致 しました ︒
はさほ ど関心は なく﹃市 議会だ
中央 支所は︑﹁かざぐ るま市﹂ より﹄ を見てお りました が︑Ｏ
の西側 建物︵経 済事業本 部︶の さんの 市議への 出馬公約 ︵基本
中にあ ります︒ 旧岩村支 所ご利 政策︶ は実行さ れている か足を
用の皆 様には︑ 通帳の切 り替え 運んで みました ︒
処 理等 が発生 し 大変ご不 便を お
一般 質問が始 まり感じ たこと
掛けし ておりま す︒今回 ︑出向 は︑Ｏ 市議初め ての登壇 でした
く体制 強化とし て︑今ま での営 が︑役 所の方々 や傍聴の 我々に
農渉外 ・共済渉 外担当に 加え︑ も真意 が伝わっ て来る堂 々の質
新たに 融資渉外 ・信用渉 外担当 問でし た︒略歴 が示すと おり色
を設置 し︑常時 巡回し地 区に根 々の役 職を歴任 された結 果では
ざした 農協とし て取り組 んでい ないで しょうか ︒
き ます ︒ご相 談 等よろし くお 願
質問 項目につ いては﹁ なんこ
い致し ます︒私 事ですが ︑移動 く市議 会だより ・第四十 五号﹂
により 中央支所 支所長に 着任し のとお りです︒
ま した 谷合 充 です︒昭 和六 十
今Ｏ さんが最 も関心が あるの
一年に 旧岩村農 協に就職 し︑地 は︑﹁ 市民の声 を市政に ﹂︑市
域の皆 様とも顔 なじみに なって 議は代 表でなく ﹃代理﹄ ︑何よ
おりま したが︑ その後本 所勤務 りも市 民の声を 市政に反 映する
が長く 私の顔も 忘れてい る方も システ ムづくり が重要だ と取り
いると 思います ので︑ぜ ひ一度 組んで います︒
ご 来所 くださ い ます様お 待ち し
うそ かほんと かおまさ んも忙
て おり ます︒
しいと 思うけん ど いっ ぺん行
って見 いや！
谷合

﹁ 市議会 取 材班﹂

