の時世 柄寂れて きていま す︒こ たいと ころがあ りました らご要
こ屋島 もご多分 にもれず 廃店に 望やご 意見等企 画部まで よろし
なって いたのは 平日のせ いでし くお願 い致しま す︒
ょうか ？開いて いない店 があっ
た り し て 寂 し い 感 じ が しまし
マ
マイ
イ孫
孫
た︒し かし︑山 上からの 眺めは
素晴ら しくドラ イブウエ イの通
行料等 なくなっ てしまっ たらも
っと沢 山の人が 気軽に来 てくれ
るよう になるの ではない かと思
います ︒びっく りしたの は︑山
上に八 十八ヶ所 の八十四 番札所
屋島寺 が有ると いうこと で︑立
派なお 寺が建っ ていまし た︒
帰り の高速で は高知に 近づく
につれ て雨模様 となり︑ 我が家
への帰 り道には 準備した 傘が役
に立ち ました︒ 参加して 下さっ
た皆さ ん︑お疲 れさまで した︒
今回 ︑高速を 使っての 移動学
習でし たが︑シ ートベル ト着用
が義務 付けられ 助手席が 使えな
くて参 加人数が 少なくな って残
念でし た︒来年 は市のバ スが新
しくな ると岡崎 純男さん からお
話があ り︑次回 の参加が 楽しみ
になり ました︒ 四国各県 を回っ
ていま すので︑ 来年の順 番は高
知にな る予定で すが未だ 分かり
ません ︒皆さん ︑是非行 ってみ

おじいちゃんから
今年もみんな楽しみのふれあ
い祭りで，アイスクリームを一
緒に食べようね。
おばあちゃんから
みんな仲良く健やかな成長
を願っています。

森部彩花
あやか ちゃん(10歳)
優花 ゆうか ちゃん(7歳)
翔敬 しょうけい くん(1歳10ケ月)
演ロ真呼 まこ ちゃん(2歳8ケ月)
季実 きみ ちゃん(7ケ月)

孫たちと入交満・澄子さん（包末）

楽
楽し
しか
かっ
った
た移
移動
動学
学習
習

な晴れ 女がいた せいかも 知れま
せん！
四国 村は初め てになる ので楽
しみに していま した︒場 所は屋
島の上 り口にあ り︑四国 各地の
古民家 が三十三 棟も移築 されて
居て︑ 昔の人の 暮らしを 知るこ
とが出 来ます︒ 木立の中 ︑石畳
の上が り下がり はありま すが︑
季節ご との花も 楽しめる ように
作られ ており︑ 良い散策 コース
になっ ていると 思いまし た︒丁
度︑い くりや琵 琶が実を 着けて
いて︑ つまみ食 いを楽し んだ人
たちも いたよう です︒美 味しか
ったで すか？
散策 した後は すっかり お腹が
空きま した︒お 昼は入口 にある
﹁わら 家﹂とい う人気の おうど
ん家さ んで本場 のおうど んを食
べまし た︒こち らも藁ぶ き屋根
の古民 家を移築 ・改装し てあり
風情を 楽しむこ とが出来 ます︒
南国市 近辺にも あちこち おうど
ん屋さ んができ ていて︑ 本当に
うどん ブームが 続いてい る感じ
ですね ︒
屋島 は修学旅 行で行っ た記憶
があり ますがよ く覚えて いませ
ん︒昔 からの観 光地はど こもこ
四国村にて

有瀬真理 さん寄稿︵福船︶
六月 二十三日 ﹁日本の 古里に
出会え る四国村 散策と源 平古戦
場の屋 島﹂と題 した岩村 公民館
移動学 習に参加 してきま した︒
夜中 に降って いた雨も 朝には
上がっ ていまし たが︑梅 雨空の
はっき りしない お天気に 皆さん
傘に帽 子という 様な準備 での参
加とな りました ︒けれど も︑高
速を進 むにつれ て青空も 出てき
てすっ かり良い お天気に なり散
策を楽 しむこと が出来ま した︒
皆さん の日頃の 行いが良 かった
せいで しょうか ？それと も強力
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