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ボウ リ ン グ大 会 に参 加 して

岩村 公民館主 催の部落 対抗ボ
ウリン グ大会に 参加して きまし
た︒優 勝者には 豪華景品 と副賞
として ︑優勝の コメント ︑感想
文が書 ける権利 まで用意 されて
いまし た︒当然 感想文な んて嫌
なので 優勝だけ は絶対し ない様
に心に 決めて投 げていた のに︑
知り合 いの後輩 にだけは 負けた
くない と思い集 中したの が運の
つき・ ・・終わ ってみれ ば前回
に続き やっては いけない 優勝で

岩村ふれあいセンター便り
平成２1年1月４面

した︒
優勝 を狙って いた方々 には本
当に申 し訳ない 気持ちで 一杯で
す︒優 勝の喜び よりも感 想文の
事で頭 がいっぱ いの今日 この頃
です︒ 参加者及 び世話人 の方々
本当に お疲れ様 でした︒
西野 洋一さん 寄稿︵堀 之内︶
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日章 小学校よ り岩村公 民館に
次のよ うな手紙 が届きま した︒
﹁僕 達はプル タブ︑アル ミ缶集
めをし ています ︒五年生 の時︑
星野さ んという 方の勉強 をした
のがき っかけで す︒星野 さんの
ように 身体が不 自由な方 やお年
寄りの 為に︑少 しでも身 体を動
かせる ようにな ってもら いたい
と思い ました︒ プルタブ ︑アル
ミ缶を 八〇〇キ ログラム 集める
と一台 の車椅子 と換えて もらえ
ます︒ 昨年の六 年生は三 年間で

ストライクを狙う・・・

車椅子 一台と換 えてもら いまし 四年に なると︑ むしろ肥 満傾向
た︒現 在地域の 皆様のお 蔭で三 になる ことが最 近の研究 で明ら
二 五 キ ロ グ ラ ム 集 ま っ ていま かにな っていま す︒この 子供達
す︒そ こで︑岩 村地区の 皆さん の 生 活 習 慣 を 詳 し く 調 べます
にもこ の運動に 協力して もらい と︑
夜 遅くまで テレビを 見たり︑
た く て お 手 紙 を 差 し 上 げまし 夜食を 食べたり して︑就 寝時間
た︒﹂
が遅い ため︑結 局は朝起 きられ
そこ で︑地域 の皆様に ご協力 なくな り︑朝食 を摂る事 が出来
して頂 き一年で も早く八 〇〇キ なくな っていま す︒どこ の家庭
ログラ ムに到達 するよう 応援し でもあ りそうな ことです ね︒と
たいと 思います ︒岩村公 民館の ころが ︑その子 供達の親 も夜更
玄関を 入った所 にプルタ ブ︑ア かしで ︑朝食を 抜いてい ること
ルミ缶 入れを置 いてあり ますの が多い ︑という ことも分 かって
で よ ろ し く お 願 い 申 し 上げま います ︒しかも ︑一年生 以降に
す︒
なりま すと長時 間テレビ を見た
り︑ゲ ームをし たり︑結 局外で
朝
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遊ぶ時 間が少な くなり肥 満児に
あな たの子供 さんは朝 食をし なる条 件が整っ てくる︑ という
っかり 摂ってい ますか︒ 最近︑ わけで す︒つま り︑朝食 を欠食
朝食を 摂らない 子供が増 えてい する習 慣は三歳 頃からみ られ︑
ます︒ ある調査 によれば ︑三歳 その他 の様々な 生活習慣 と連鎖
児二十 五％︑
小 学四年生 の七％︑ し︑小 学生四年 以降の肥 満を引
中学一 年生の十 三％は朝 食を食 き起こ す事が分 かってき たので
べてい ないそう です︒朝 食を食 す︒親 の習慣が 知らず知 らずの
べない 子供は食 べている 子供に う ち に 子 供 の 習 慣 に な ってい
比べる と︑
小学 校低学年 までは︑ る︑こ れは結構 恐ろしい ことで
身長が 低く体重 も少なく なりま す︒
す︒
あけ ぼの小児 ・内科
とこ ろが︑学 年が進む につれ
クリ ニック院 長
て徐々 に体重が 増えて︑ 小学校
石本浩一 氏寄稿
優勝者の西野洋一さん

