て い ま
す ︒先日
の 地区老
人 クラブ
と 子供会
と の交流
会 に参加
し て孫達
も 地域の
方 々と触
純男実 行委員長 のもと︑ スタッ
れ 合い楽
フ全員 の一致協 力と︑バ ザー商
し いひと
品ご提 供等地域 の皆様の ご支援
時 を過ご
を頂き まして︑ この祭り が例年
す ことが
以上の 盛況とな り地域の 活性化
出 来まし
が充分 に図られ たと思っ ており
た ︒どう
ます︒ ふれあ い協議会 委員
も ありが
中 尾武夫さ ん寄稿︵ 金地︶
と うござ
子
クラ
ブ
子供
供会
会と
と老
老人
人ク
ラブ
いまし た︒
の交
交流
流会
会に
加
し
の
に参
加し
て
参加
して
の
交
流
会
大家 福盛さん 寄稿︵堀 の内︶
我が 家の孫達 は女の子 二人︑
岩村
村公
公民
民館
館移
移動
動
男の子 一人の三 人です︒ 隣に住 岩
学
学習
習に
に参
参加
加し
して
て
んでい て︑週末 には泊ま りに来
て遊ん だり︑色 々な事を 話して
七月 十八日︑ 朝降って いた雨
くれる のが私達 の楽しみ です︒ も出発 する頃に は止み︑ いい一
最近 は﹁メタ ボじい﹂ ︑﹁メ 日にな りそうな 青空にな りまし
タボば あ﹂と言 われ﹁早 く直し た︒八 時半にふ れあいセ ンター
なさい ﹂と笑わ れていま す︒皆 を出発 し︑バス は一路松 山へ︑
んなが 健康で優 しい思い やりの 二時間 半ほどで 松山市内 にある
ある人 に︑育っ て欲しい と願っ ﹁坂の 上の雲ミ ュージア ム﹂へ︒

運営審議会広報部 ・パソコンクラブ共同制作

岩村ふれあいセンター便り
平成２０年９月２面

バスの 中では︑ 冷房が効 いてい
て寒い くらいだ ったので すがバ
スを降 りた瞬間 のムッと した熱
風︑帽 子や日傘 がないと 焼けつ
くよう な暑さで した︒建 てられ
て一年 余りのミ ュージア ムの中
は階段 ではなく ︑ゆるや かなス
ロープ でつなが れていて ︑来年
から三 年に渡り 放送予定 の︑司
馬遼太 郎作﹁坂 の上の雲 ﹂の登
場人物 が細かく 説明され ていて
ちょっ とだけ明 治時代の 精神に
ふれら れ︑放送 されるよ うにな
れば見 ようかな と言う気 持ちに
させら れました ︒もちろ ん館内
には一 般市民の 作品の絵 画︑書
道が見 やすく展 示されて いまし
た︒昼 食は歩い てすぐの 松山東
急イン でのバイ キング︑ やはり
食べる 事は一番 ︑皆何回 もお代
わりを していま した︒そ れから
松山城 へ︑又歩 いて十五 分ほど
暑い暑 いという 言葉しか でてこ
ない位 の猛暑︑ でも久し ぶりに
乗った リフト︑ ちょっと だけ子
供にか えり︑そ れから長 い階段
で汗を かきかき 天守閣ま で登る
と︑四 方に高知 より広い 松山市
内が一 望でき︑ 時々吹く 風にあ
たりな がら広い 松山城に 感動︒

帰りは パーキン グエリア へ二ヶ
所も寄 っていた だき︑お 土産を
沢山買 うことが できまし た︒や
はり食 べること と︑買い 物する
のが一 番楽しく 感じられ るのは
私だけ でしょう か︒一日 を振り
返って も暑い暑 いの言葉 が一番
多かっ た一日で あったよ うに思
われま す︒企画 下さった 方︑市
役所の 方々には 申し訳な いので
すが︑ でも又︑ 参加した いと思
いまし た︒
入 交泰子さ ん寄稿︵ 包末︶

