見張り 最後に全 員参加の ビンゴ
大会に 大きい︑ 小さい賞 品を全
員が笑 顔で受け 取り午後 二時過
ぎ満腹 で散会と なりまし た︒九
月二十 五日当日 橋詰市長 はじめ
ご来賓 多数︑そ して会を 支える
多数の 方々の行 き届いた 御配慮
によっ て盛り上 がり元気 を頂い
たこと を感謝い たします ︒
岩村 地区は地 域の分断 により
小学校 が消えて ︑平成に 入って
保育園 も失い子 供の運動 会︑保
護者会 ︑月見の 会等近隣 の集ま
る機会 が減少し て部落の 親睦と
互助︑ 結束を冷 やすこと になっ
た︒せ めて集会 所をもつ と多用
出来る 施設にし ようと︑ 当時岡
崎純男 氏を中心 に熱烈な 有志と

秋
秋の
の歩
歩こ
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眺めて 行く人に 分かれて 出発で
す︒車 内は若い 方も多く 乗って
います ︒又マニ アの方も カメラ
片手に ︑出発状 況をカメ ラにお
さめて いました ︒
次は 夜須駅で 下車です ︒海辺
は歩き やすい様 に板を張 ってあ
り︑こ こでは往 復一キロ メート
ル位を 各人ゆっ くり散策 し︑タ
ップリ 澄んだ空 気を吸い 込んだ
浜田前 市長の尽 力ででき たこの 次第で す︒子ど も達はか けっこ
センタ ーがいろ いろと多 用され を︑海 の上はヨ ットが十 隻位︑
今日の 敬老会も 盛会を果 たせた 円を描 くように 練習して いるの
ことは 感無量で す︒少子 化と老
人増加 は日本の 難問です ︒老人
に温か くして頂 く事は嬉 しく美
徳であ りますが ︑老人は 甘えや
依存心 を起こさ ず︑出来 る限り
心身共 元気で︑ 自立を心 掛け︑
全力を 以って少 しでも世 の支え
になる よう心掛 けたいと 思いま
す︒あ りがとう ございま した︒
甲藤 義信さん 寄稿︵福 船︶
なかなか揃わないビンゴゲーム

平成 二十年十 一月十五 日立田
駅に九 時三十分 集合︑総 数十八
名島崎 会長のお 話の後九 時四十
六分列 車に乗り 皆思い思 いの席
に座る 方︑立っ て車窓の 景色を

が見え ました︒ 小春日和 のよい
日差し を浴びて ︑それぞ れ楽し
んでい るようで した︒
ヤシ ーパーク を後にし て乗車
し︑次 の駅は奈 半利です ︒デッ
キでは ︑仲良し グループ がカメ
ラでハ イポーズ ！眼下に 広がる
太平洋 の光を受 けて︑列 車は東
へと進 み 終点 の奈半利 駅で下
車しま した︒バ スで二十 三士温
泉 迄 行 き 昼 食 を い た だ きまし
た︒
次は 田野町の 岡御殿を 見学さ
せて頂 きました ︒土佐藩 主山内
候の本 陣として 利用した 由緒あ
る建物 ︑殿が座 した上段 の間を
バック に写真を 撮り︑徒 歩十分
で田野 駅へと移 動しまし た︒十
四時三 分出発し 安芸駅で 下車︑
駅前広 場で行わ れていた イベン
トを見 学し︑花 木コーナ ーで売
られて いたイチ ジクの木 一本を
買い求 めました ︒
今 日 一 日 フ リ ー 切 符 でごめ
ん・な はり線の 日帰り旅 行を楽
しみま した︒島 崎会長さ んの無
事の挨 拶があり 散会しま した︒
お世話 いただき ました推 進委員
の 皆 様 あ り が と う ご ざ いまし
た︒大 崎喜代美 さん
︵福 船︶寄稿

岡御殿で記念のスナップ
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