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私達 には男の 子三人︑ 女の子
三人の 六人の孫 がいます ︒泣い
たり︑ 笑ったり と賑やか な毎日
ですが ︑﹁ ひげじ いさん﹂ ︑﹁り
っちゃ んばあ﹂ と呼んで くれる
この孫 達の笑顔 は宝物で 仕事の
疲れも 忘れてし まいます ︒みん
なが健 康で思い やりのあ る人に
成長し てくれる 事を願っ ていま
す︒
山本澄雄 ・律子
︵お孫 さん二人 は都合に より写
真に 写ってい ません︶
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岩村ふれあいセンター便り
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事の 関係で
花
花
各地を回
り︑十 四年前に 高知へ戻 ってき
ました ︒福船に は十二年 前に家
を建て ︑私はも っぱら庭 の世話
をして います︒ 主人も一 昨年勤
めを退 いてから 少しだけ 真面目
に地域 の事と自 家用野菜 作りに
取 り 組 も う と し て い る ようで
す︒岩 村の皆様 ︑よろし くお願
い し ま
す︒
油 絵
は ︑主人
の 最後の
転 勤先名
古 屋で習
い 始めま
した︒ 熱田神宮 の前にあ る﹁熱
田の森 文化教室 ﹂で︑先 生はバ
レリー ナの絵が お得意の 日展会
員・高 橋俊子先 生です︒ 先生と
お弟子 さんたち と年に一 度︑京
都祇園 の料亭新 門荘に舞 妓さん
を招い てのスケ ッチ旅行 が楽し
く︑高 知へ帰っ てからも 二度ほ
ど参加 さしてい ただきま した︒
高知に 戻って︑﹁ 高新文化 教室﹂
翔大（５歳）乃愛（４歳）亜弥（４歳）悠人（１歳）

に受講 ︑二科会 審査員の 吉井英
二先生 にご指導 いただき ︑高知
市展︑ 南国市展 に出品し たこと
もあり ます︒
四年 前︑高知 の家で﹁ 喫茶く
れや﹂ をオープ ン︑以来 絵の方
は休業 となって います︒ 専業主
婦から 一転︑喫 茶店のお ばさん
に変身 ︑毎日が 楽しくル ンルン
気分で ︑若返っ たつもり で仕事
に熱中 出来まし た︒大阪 のころ
習った 手作りパ ンやチョ ット東
京風？ 少し味濃 い目の家 庭料理
のラン チを喜ん でいただ きまし
た︒十 年間ガン バロウと 思って
いたら 昨年次男 一家が仙 台から
帰って きたため ︑家を明 け渡し
て福船 に戻り︑ 今は庭に 咲く季
節 折 々 の 花 を 楽 し ん で おりま
す︒
五月 は自然に 芽を出す マーガ
レット やポピー の花が美 しく咲
いてい ました︒先日は
﹁ く れや﹂
時代の 常連さん 方が花を 見に来
てくれ て︑久し ぶりに楽 しくお
しゃべ りしまし た︒六月 はあじ
さいも 咲きます ︒是非︑ 見にい
らっし ゃいませ んか︒お 待ちし
ていま す︒
池添 鈴枝さん ︵福船︶ 寄稿
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梅雨 なかば︑ 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︒本 年度より ︑前岡
崎純男 館長より 島崎宏明 館長に
引き継 がれ︑新 しい体制 で公民
館活動 を進めて いく事に なりま
した︒ 今後共公 民館活動 に変わ
らぬご 協力をお 願い致し ます︒
早い もので︑ 岩村ふれ あい便
りも今 年で創刊 以来四年 目を迎
えるこ とになり ました︒ 地域の
皆様の ご理解と ご協力に より少
しずつ 充実した ものにな りつつ
あり大 変嬉しく 存じます ︒この
広報が 今後更に 地域に根 付いた
より豊 かな広報 になりま すよう
に地域 の皆様の 更なるご 支援ご
協力を よろしく お願い申 し上げ
ます︒

自宅の花園にて

