賑 わった 支 所 祭
祭り

五月 十二日の 支所再構 築後︑
中央支 所として 十一月二 十九日
︵土︶ に﹁支所 祭り﹂を かざぐ
るま市 前で開催 しました ︒前日
の準備 の時には ︑風も強 く︑又
夜には 小雨が降 るという 状況で
したが ︑当日は 穏やかな 日和と
なり﹁ ホッ﹂と しました ︒多数
の業者 の出店や 農協の内 部組織
である 女性部・ 青壮年部 がイモ
天︑焼 きそば︑ 焼き芋等 季節な
らでは の工夫し た食べ物 でお客
様への 呼び込み や賑やか さで貢
献して 頂きまし た︒
また ︑職員に よる﹁う どん﹂
の販売 は︑順番 待ちが出 るほど
の大人 気でした ︒それぞ れの参
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さあ、いらっしゃい、
当たりくじがいっぱいあるよ！
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マイ 孫この 年 になって ︑孫 洪
水 が襲 ってく る とは考え ても い
ま せん でした ︒
労っ て︵い た わって︶ くれ た
り ︑対 等に﹁ 喧 嘩﹂を吹 っか け
て きた り︑油 断 出来ない 相手 で
す ︒楽 しいで す よ︒
今の ままの 純 粋な気持 を忘 れ
ず に︑ 三人三 様 に個性を 伸ば し
て 育っ てくれ る ものと信 じて い
加組織 も忙しい 中︑沢山 の方々 ます︒ 孫たちに ﹁カンパ イ！﹂
と交流 出来たと 思います ︒中央
和田 日出美 さ ん寄稿︵ 福船 ︶
支所と なり︑岩 村地区の 皆様何
かと不 便な面も あります が︑来
店して くれた方 々が声を かけて
頂いた りして︑ 人と人と の触れ
合いの 大切さを 感じた一 日とな
りまし た︒
今後 とも︑﹁交 流﹂︑
﹁ふれ あい﹂と いう事を 原点に
しなが ら︑行動 したいと 思って
います ︒
最後 になりま したが︑ 当日来
店下さ った皆様 ︑関係組 織の皆
様︑本 当にあり がとうご ざいま
した︒ 今後共よ ろしくお 願い申
し上げ ます︒
南国市 中央支所
谷合充 支所長 寄稿
美味しいイモ天はいかが！
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ウシ 年を迎え て︑地域 の皆様
には益 々ご健勝 にてお過 ごしの
ことと 存じます ︒昨年は 世界的
に未曾 有の金融 危機に見 舞われ
たり︑ 国内では 振り込め 詐欺の
横行等 いやな出 来事が印 象に残
る年で はなかっ たでしょ うか︒
今年 は﹁牛﹂ の様に地 に足を
しっか りつけて ︑ゆっく り着実
に希望 の持てる 輝かしい 年にし
たいも のです︒ この広報 は創刊
以来第 十二号の 発行を迎 える事
になり ました︒ ご投稿に ご協力
頂いた 方々のお 蔭で少し ずつ充
実した 広報に成 長してま いりま
した︒
今後 共岩村ふ れあい便 りに忌
憚のな いご意見 やご批評 等お寄
せ下さ いますよ うお願い 致しま
す︒

