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谷合 充中央支 所長 寄 稿
平成 二十年五 月十二日 の支所
再構築 により中 央支所と してス
タ ー ト し て 一 年 が 経 過 しまし
た︒こ の期間中 ︑旧岩村 支所ご
利用の 皆様には 通帳処理 等大変
ご不便 をお掛け しました が︑皆
様のご 協力によ り無事通 帳移行
処理が 出来まし たことを 厚くお
礼申し 上げます ︒
一年 間を振り 返ります と︑支
所再構 築により 岩村支所 をはじ
め岩村 Ａコープ ︑岩村給 油所等
が利用 出来なく なったこ とで岩
村管内 の皆様か ら厳しい ご意見
も頂く 事もあり ましたが ︑職員
一丸と なり不便 さを解消 出来る
よう努 力してま いりまし た︒先
だって 開催され た座談会 で忌憚
のない ご意見を いただき ︑支所
に対す るご意見 やご指摘 も頂き
ました ︒それら も踏まえ て︑更
なる組 合員サー ビス向上 に向け
て邁進 してまい りますの で︑岩
村地区 の皆さん におかれ まして
もこれ まで同様 ︑中央支 所への
ご愛顧 をお願い いたしま す︒
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岩村ふれあいセンター便り
平成２1年７月８面
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森 本晴代さ ん寄稿︵ 福船︶
風薫 る爽やか な季節の 中︑娘
夫婦︑ 甥の家族 ︑姪の家 族が田
植え後 のアメリ カ芝草の 除草に
集いま した︒
慣れ た手つき で田の中 を歩く
者︑
よ ろけそう になりな がらも︑
日頃土 に親しみ のない甥 ︑姪家
族もこ の時ばか りは思い おもい
に奮闘 しており ました︒
数時 間ではあ りますが 親戚一
同が老 いた身を 案じて手 伝って

編集後記

くれた 事にあり がたく幸 せなひ
と時を もたらし てくれま した︒
感謝し ておりま す︒
今年 も皆の思 いがこも った稲
梅雨 もようや く明けて ︑稲の
穂が丈 夫に育ち ︑実り多 い収穫 刈り取 りの時期 も始まる 今日こ
が出来 ますよう に！
の頃で すが︑皆 様如何お 過ごし
ですか ︒早いも ので﹁岩 村ふれ
あい便 り﹂も今 年で創刊 五年目
を迎え る事にな りました ︒
地域 の皆様の ご理解と ご協力
により ︑少しず つ地域で はなく
てはな らない充 実した広 報にな
り つ つ あ る と 自 負 し て おりま
す︒
従来 は年間三 回発行し てまい
りまし たが︑今 年は二回 の発行
にして 二回目は︵二月発 行予定︶
カラー 印刷にす る予定で す︒ご
期待下 さい︒
尚今 後とも︑ 公民館活 動への
積極的 なご参加 と︑本広 報への
ご投稿 にご協力 をお願い 申し上
げて編 集後記と 致します ︒
旧岩村ガソリンスタンド横にあるＡＴＭコーナー

お手伝いに囲まれた５月のひと時

