ろしさ を改め
て実感 させら
れまし た︒
最後 はハワ
イを象 徴する
あのワ イキキ
の浜辺 で海水
浴を楽 しむビ
キニ姿 や水平
線に沈 む夕日等 を心ゆく まで楽
しみ︑ カメラに おさめま した︒
ハワイ で印象に 残った事 を幾つ
か挙げ るとすれ ば︑ハワ イは今
や日本 人の観光 客で溢れ ている
ので日 本の通貨 ︵円︶が 結構使
えるの ではない かと思っ ていま
したが どの店で も殆ど通 用せず
現地の アメリカ 銀行で換 金する
必要が ありまし た︒それ にホテ
ル で も レ ス ト ラ ン で も チップ
︵十〜 十五％程 度︶の習 慣は日
本では 余り馴染 みのない もので
した︒
ハワ イに住ん でいる人 たちは
日本人 と対比し て概して おおら
かで︑ のんびり していて 日常の
生活を ゆっくり とエンジ ョイし
ている 様に思い ました︒ そして
体形は 男女とも に日本人 とはか
なり違 って﹁小 錦﹂系の 体形が

マ
マイ
イ孫
孫

編
編集
集後
後記
記

かなり 多くて︑ 圧倒され る気が 回の写 真は同居 している 長女の ました ︒
作曲は 小松秀吉 さん
︵豆
しまし た︒我々 日本人は 彼らに 子供二 人の写真 です︒
電球さ ん︶にお 願いしま した︒
較べて 日々の生 活や仕事 に追わ
れて︑ 経済優先 の日常生 活を過
ごして いるよう な印象を 受けま
した︒
僅か 一週間の ハワイの 旅でし
たが︑ たまには 日本を離 れて海
外で非 日常の生 活︵旅︶ をする
のも﹁ いい体験 になった かも・
・・﹂ と思いま した︒甥 のグロ
ーバル で前向き に︑そし て自由
奔放に 自己実現 の人生を 生きる
姿に感 動し︑た だの楽し い旅に
終わら ず︑収穫 の多いハ ワイの
念
念
念願
願
願の
の
の岩
岩
岩
村
村の
の
の歌
歌
歌決
決
決
ま
まる
る
る！
！
！
｢｢｢村
｣｣｣ま
旅にな りました ︒
昨年 ふれあい 祭り
︵九 月五日︶
の前に ︑
﹁岩村 の歌﹂を公 募し︑
今年 は干支の ﹁寅﹂の 強いイ
十一点 の応募の 中から選 考の結 メージ にあやか って希望 の持て
大畠 明治・登 美子さん
果︑小 松幸さん ︵高知市 瀬戸︑ る素晴 らしい年 にしたい もので
︵蔵福 寺島︶ 旧姓 田所幸︶ の歌詞が 選ばれ す︒今 回の広報 は創刊以 来 号
私達 の孫は︑ 長男の子 供は優
の発行 になり︑ 初めて
理
︵十 六︶︑奈々 子︵十︶ です︒
の試み ですが一 部カラ
長女の 子供は拓 斗︵十︶ ︑桃子
ー印刷 に仕上げ る事に
︵十ヶ 月︶です ︒
しまし た︒今ま で︑ご
どの 子供も同 じように 可愛い
投稿に ご協力を 頂いた
です︒ 元気で人 に迷惑を かけな
方々に 心より感 謝申し
いよう な子供に 育ってほ しいと
上げま す︒尚︑ 今後と
願って います︒ 長男とそ の孫達
も本広 報にご意 見等お
はいの 町に住ん でいるの で︑今
寄せ下 さい︒

３．元気にやってるかい岩村
人がやさしいふるさと
苦しい時も楽しい時も支えあい
元気をもらって明るい笑顔
今日は祭りだ岩村は
年に一度のふれあい祭り

豆さん・幸さん・岡崎さん
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運 営審 議会広 報部 ・ パソ コン クラブ 共同 制作

岩村ふれあいセンター便り
平成２２年1月９面

いよいよハワイの上空へ！

「みんなのふるさと岩村」

１．楽しくやってるかい岩村
時間はやさしいふるさと
子供たちはせせらぎに遊び
川からあふれるみんなの笑い声
自然がいっぱい岩村は
みんなが集まる思い出の地

２．頑張ってるかい岩村
実り豊かなふるさと
緑のじゅうたんは今年も豊作だ
汗まみれになった人々のその顔が
自信でいっぱい岩村は
私が育った素晴しい村

