関わる 症例報告 を学会に 発表し れがヨ ーガの素 晴らしさ です︒
続けて います︒ 呼吸と身 体の動 多くの 方に健康 の喜びを 体感し
きを感 じながら ゆっくり と体操 て い た だ き た い と 願 っ ていま
︵アー サナ︶する ことで自 律神経 す︒
を整え ︑
心の安 定を図り ︑免疫・
※岩 村ふ
抵抗力 をあげて ゆきます ︒ヨー れあい セン
ガ療法 は人間が 本来持っ ている ターで 毎週
自然治 癒力を引 き上げる ととも 月曜十 時か
に心の 安定を図 り︑心と 肉体を らです ︒参
癒して いきます ︒
加して みた
また ヨーガ療 法学会で は︑ヨ い方は いつ
ーガ療 法の実習 がなぜ効 果的な でも見 学に
の か 科 学 的 な 研 究 を 重 ねてお 来てく ださ
り︑認 定ヨーガ 療法士は 全国で い︒
科学的 根拠に基 づいた指 導を行
ってい ます︒
現在 のクラス では笑え るよう
岩
岩村
村俳
俳句
句会
会を
を紹
紹介
介
な動き に挑戦し てみたり ︑静か
に聖な る智慧の 言葉を瞑 想して
岩村公民館で月１回開催
みたり ︑声を出 して身体 に音を
響かせ たり︑
一 般的な動 き
︵ ポー
岩村 俳句会を 紹介しま す公民
ズ︶に 留まらず レッスン を行っ 館活動 として﹁ 岩村俳句 会﹂が
ていま す︒
ありま す︒毎月 第一木曜 と第四
まず﹁人と比 べない﹂こ とで︑ 金曜に ﹁岩村俳 句会﹂を 開催し
意識を 常に自分 に向けて ︑ポー ていま す︒今回 その俳句 会で披
ズの美 しさは全 く気にと めず︑ 露され た俳句を 紹介しま す︒
南国教 室の皆さ んと自由 にヨー
城跡は万緑戦さ地に収め
ガを楽 しんでい ます︒今 の健康
を楽し く維持さ せ︑道具 を使わ
岡田 寿子
ず︑い つでも自 由に出来 る︒こ

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
平成２２年１０月５面

戦国 武将︑長 宗我部氏 の居城
として 知られる 岡豊城跡 を訪れ
た時の 句です︒季語 万 緑
︵ 夏︶

みよ

高子

髪を 梳 く 母 へ ほ ろ ほろ
花 み かん

北岡

和田ひ でみ

椎の花銃声一発ほどの風

高齢 になった 母は足が 脆くな
い なな き の 棲み つ いて い る
夏木 立
り︑と きどき転 倒し︑脊 柱骨折
をきっ かけに︑ 今では殆 んどの
福井 博子
こ と に 介 助 が 必 要 に な って い
同じ く岡豊城 跡での句 です︒ る︒こ の句も母 の髪を梳 きなが
樹々の 緑が美し く照り輝 いてい ら窓の 外を見る と蜜柑の 白い花
ました ︒ 季 語 夏木 立
︵ 夏︶ がほろ ほろと散 っていた ︒
仄々 とした甘 い香りは 郷愁を
抱かせ ると共に ︑あたた かい母
蝉 し ぐれ 亡父 に 背中 を
の匂い でもある ︒この情 景と心
ど や され る
情を詠 んだ一句 です︒
季語 花 みかん︵ 五月︶
山崎

病院 の自動ド アが開き 一歩外
へ足を 踏み出す と︑頭上 からも
のすご い蝉の大 合唱が聞 こえ全
身を包 んだ︒ま るで滝に 打たれ
ている かのよう な衝撃で しばら
く動け なかった ︒
じっ と蝉しぐ れのなか に身を
おいて いると︑ ﹁しっか りせん
か！が んばれ！ ﹂という 亡父の
声 が 聞 こ え て き た よ う に思え
た︒私 は背筋を しゃんと たてて
歩き始 めた︒
季語 蝉 しぐれ︵ 夏︶

物部 川の土手 でぼんや りと寝
て空を 見ていた ︒おだや かな昼
下がり ︑はるか 向こう岸 の佐古
の山は 椎の花盛 りであろ う白く
見える ︒
その 時突然に 銃声がし た︒私
の周囲 の草はあ るか無し かの風
に葉光 が少し揺 れている 銃声に
よって 風が生ま れたと感 じた︒
季語 椎 の花︵六 月︶

