んでき ました︒ 始めての 広報な
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﹂ のでそ の編集内 容や編集 方法等
腐心す る事が沢 山ありま した︒
近森孝一さん寄稿︵堀ノ内︶
歴代の 編集委員 の尽力と 地域の
方々の 投稿への ご協力に より編
集を重 ねる毎に 充実した 広報に
なりつ つあると 自負して おりま
す︒
今年 の一月号 ︵第十四 号︶は
念願の カラー印 刷で発行 するこ
とが出 来ました ︒年間の 主な行
事では ︑男の料 理教室︑ 公民館
講座︑ 移動学習﹇研修旅 行﹈︑ふ
れあい 祭り︑ボ ウリング 大会等
があり ます︒
中 でも︑
﹇ ふ れあい
祭り﹈ は今年で 第七回を 数えま
すが︑ 地域のみ ならず地 域外か
らも大 勢の参加 者が集ま り︑今
や岩村 公民館活 動の目玉 になっ
ていま す︒
毎週 定期的に 行われて いる活
動では 社交ダン ス︑ヨガ ︑３B
体操︑ 卓球︑パ ソコン等 活発に
行われ ています ︒年末年 始の特
別休暇 を除いて 年中開館 し︑地
域以外 の利用者 にも開放 してお
り大変 嬉しい限 りです︒
私は 公民館の 審議委員 として
五期十 年勤めて 来ました が︑十
分なこ とも出来 ず申し訳 なく思
私は 退職後︑ 南国市の 民生委
員の委 嘱を受け ︑翌年続 いて岩
村公民 館の審議 委員を委 嘱され
ました ︒しかも その職務 内容も
分から ないまま 審議会長 も受け
るはめ になりま した︒今 から十
年余り 前の事で す︒
その 後︑岩村 保育園の 園児数
の激減 で統廃合 により﹁ あけぼ
の保育 所﹂に統 合される 事にな
りまし た︒それ に伴い南 国市行
政の尽 力もあっ て現在の 新しい
公民館 の建設が 実現しま した︒
これを 契機に岩 村ふれあ いセン
ターを 中心に公 民館活動 が更に
活 発 に 行 わ れ る 様 に な りまし
た︒
公 民 館 活 動 の 運 営 に 当たっ
て︑活 動の活性 化を図る ため︑
三つの 組織︑広 報部︑企 画部︑
事業部 を立ち上 げ︑審議 委員は
各部に 分かれて 活動実践 に取り
組み始 めて今年 で六年目 を迎え
ます︒
私は 広報部の 担当にな り︑地
域の情 報機関誌 の発行に 取り組

ってい ますが︑ 今年三月 をもっ
て任期 満了で退 任するこ とにな
りまし た︒
この 期間中に かけがえ のない
勉強に なること が沢山あ りまし
た︒そ の第一は 多くの地 域の人
々とイ ッパイ触 れ合うこ とが出
来たこ とです︒
また ︑個人的 なことで すが︑
パソコ ンクラブ に所属し ご指導
頂いた 先生や先 輩︑同僚 達の指
導のお 陰でパソ コンを使 うまね
事を覚 え︑又デ ジタルカ メラも
使える ようにな り︑関東 方面在
住の子 供や孫達 とメール の交換
を楽し む事が出 来るよう になっ

た 事 も 私 の さ さ や か な 喜びで
す︒
これ からは︑ 公民館行 事には
一住民 として出 来るだけ 参加し
たいと 思ってい ます︒終 わりに
なりま したが︑ この紙面 をお借
りして 岩村公民 館活動に 関わっ
て い ろ い ろ と お 世 話 に なった
り︑ご 協力頂い た皆様に 心より
感謝申 し上げま す︒

久保田千秋
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ヨーガ教室講師

﹁ヨ ーガ療法 ﹂とは身 体だけ
ではな く心のケ アです︒ 今の健
康を維 持し︑さ らに若々 しく柔
軟にさ せること はもちろ ん︑日
々のス トレスを 自分がど う受け
止めて いるか︑ 自分を見 直し︑
気付き ながら共 に成長す ること
が目的 です︒肉 体の健康 はまず
心の在 りようか らですの で︑﹁ 心
の平安 ﹂を一緒 に探して いくの
です︒
実際 に﹁ヨー ガ療法﹂ は毎年
二百件 を越える ︑種々の ガンや
うつ病 ︑高血圧 ︑糖尿病 などに

大勢のご家族とご一緒の近森さん

岩村公民館 ・パソコンクラブ共同制作

岩村ふれあいセンター便り
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