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館長 島 崎宏明
今年 十月に南 国市制五 十年を
迎えま すが︑昭 和三十四 年に岩
村が南 国市と土 佐山田町 に分村
して五 十年とい うことで もあり
ます︒ 分村のメ リットは どうだ
ったで しょうか ︒現在の 岩村の
衰退し た姿を想 像できた でしょ
うか︒ 昭和三十 六年四月 南国市
民は日 章小学校 へ通うこ とにな
り︑同 三十七年 岩村小学 校は閉
校とな って︑土 佐山田町 は舟入
小学校 へと通う ことにな りまし
た︒
岩 村小学校 の校歌に は
﹁ 三百
人 の 私 達 み ん な 仲 良 く 元気な
子・・ ・﹂とあり ましたが ︑以来
人口の 減少・岩 村農協の 撤退な
ど地域 の中心か らすべて が消え
て︑南 国市の最 東北端と して寒
々とし た地域と なりまし た︒そ
の中で ただ一つ ︑元の小 学校の
隣にあ る神奈地 祇神社は 分村前
の氏子 が協力し て祭礼を 行って
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五月二 十六日 春の歩こ う会
館長
島崎 宏明︵金 地︶
︵春 野︑須崎 ︑佐川方 面︶
副館長
入交 満︵包 末︶
おり︑ 今年も七 月二十三 日に行 五月二 十八日 男の料理 教室
副館長
近森 孝一︵堀 ノ内︶
われま した︒こ の神社は 永年に ︵餃 子︑親子丼 ︑即席漬 け等︶ 審議会 長 近森 孝一
わたり 旧岩村の 方々が毎 日清掃 六月二 十三日 移動学習 ︵四国 部落世 話人
してく れており ︑おかげ さまで
村︑
屋島︶
島 崎宏明︵ 金地︶
気持ち よく参拝 できます ︒
この︑ 七月三 十日 公 民館講座
坂 東和弘︵ 包末︶
のどか で閑散と した農村 地帯が 八月七 日 老人 と子供の 集い
和 田則雄︵ 堀ノ内︶
少しで も活性化 されるよ う︑み
︵老 人クラブ 主催︶
岡 本則行︵ 福船︶
なさん と共に力 を合わせ て頑張 九月五 日 第六 回岩村ふ れあい
大 畠裕子︵ 蔵福寺島 ︶
って行 きたいと 思います ︒
祭り
ＪＡ中 央支所長
九月
敬老 会︵社協 主催︶
谷 合 充 ︵京田︶
十月 公民館講 座
食生活 改善委員
十一月 ボウリ ング大会
山 崎順子︵ 蔵福寺島 ︶
十二月 男の料 理教室
岩村消 防団
二月 公民館講 座
田 所崇彦︵ 金地︶
香南中 ＰＴＡ役 員
※岩村 ふれあい センター にピン
矢 野公夫︵ 包末︶
ク電話 が設置さ れました ︒
また︑ 地域活 動協力者
無線Ｌ ＡＮでイ ンターネ ットを
多 田潤一︵ 包末︶
利用で きます︒
田 所秀二︵ 福船︶
︵０８ ８・８６ ４・２６ ０６︶
有 瀬真理︵ 福船︶
中 尾香代︵ 金地︶
浜 田由香里 ︵金地︶
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岩村ふれあいセンター便り
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