公民館のイルミネーション

ボリュームアップで大歓声
今年も 岩村ふれ あいセ ンター
にイルミ ネーショ ンの飾 り付け
を行いました︒
今年もふ れあいセ ンター 建物南
に飾り付 けを追加 したこ とによ
り︑更にボリュームアップされ︑
子供たち を中心と した点 灯式を

平成２８ 年１２月 ３日︵ 土︶に
実施しました︒
子供たちの代表・酒井もえかちゃ
んがメイ ンスイッ チを入 ると︑
一斉に花 が咲いた ように なり︒
子供たちからも大歓声が上がり︑
大いに盛り上がりました︒
点灯式 の後は子 供たち 参加の
映画会で す︒今年 は﹁ク レヨン
しんちゃ ん﹂が上 映され ︑３０
名ほどの 親子が熱 心に見 入って
いました ︒お菓子 と飲物 でお腹
を満たし ながら本 当に楽 しそう
でした︒
併せて︑大人たちも﹁鑑賞会﹂
を行い︑ 地域のこ と︑野 菜ので
き︑公民館のこと等に話が弾み︑
しばらく時を忘れた雰囲気になっ
ていました︒
︵寄稿者・福船 田所秀二︶

楽しかったクリスマス会
お鍋いっぱいのカレーもあっという間に空っぽ
６年生が保護者と力を合わせて︑
下級生たちと島崎館長さんをは
じめとする地域の方に︑おいし
いカレーを振る舞いました︒お
鍋いっぱいに用意されたカレー
も︑あっという間に空っぽとな
る盛況ぶりに︑５．６年生は満
足そうでした︒
おいしいカレーを食べた後は︑
ジャンケンを基本としたレクリ
エーションの時間︒レクリエー
ションリーダーとなった保護者
たちは︑﹁上手くできるだろう
か﹂とドキドキしながらレクリ
エーション内容を説明し︑子ど
もたちと楽しいひと時を過ごし
ました︒
レクリエーションの後はお楽
しみのビンゴ大会︒先にビンゴ
した子どもからいいものを選ぶ
ことができるので︑みんな真剣
そのもの︒先にリーチになった
子どもも︑なかなか最後の１つ

岩村地区の民生委員紹介
この 度︑民生 児童委 員の一斉
改選に より塩崎 厚生労 働大臣及
び尾崎 高知県知 事から 左記の方
に委嘱状が伝達されました︒
任期 は平成２ ８年１ ２月〜平
成３１ 年１１月 までの ３年間で
す
大町 秀子
︵新︑堀ノ内・包末担当︶
中尾 武夫︵再︑金地担当︶
和田 真一
︵再︑福船・蔵福寺島担当︶
民生 委員制度 は諸先 輩のご尽
力によ り本年で １００ 周年を迎
えます
︒民生 ・児童委 員は住 民の立場
にたっ て地域の 福祉を 担うボラ
ンティ アで︑守 秘義務 がありま
す︒皆 様が抱え る悩み や心配ご
と︑医 療や介護 ︑子育 ての不安
などの 相談にの り︑必 要に応じ
て専門 機関や福 祉サー ビスの情
報等を 提供し︑ その課 題を解決

が揃わず︑ドキドキハラハラす
る場面もありました︒
今年の合同クリスマス会も︑
島崎館長さんを始めとした地域
の方のご支援︑保護者の協力の
下無事終わることができました︒
どうもありがとうございました︒
︵寄稿者・包末 田中︶

ゲームやビンゴにドキドキハラハラ

12月3日点灯式
平成２８年１２月
２３日︑岩村ふれあ
いセンターにて﹁岩
村地区子ども会合同
クリスマス会﹂を行
いました︒
この合同クリスマ
ス会は毎年実施され
ています︒今年も５・

子ども会

（２面）
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２８年１月
（７面）
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２８年１月

す る為︑ 関係機関 へのつ なぎ役
として活動しています︒
現在南 国市には ︑１３ １名の
委 員がお り民生委 員法の 規定に
よ り南国 市民生児 童委員 協議会
を 組織し ています ︒その 下に地
区 民協が １２あり ︑岩村 地区３
名 は日章 地区民生 児童委 員協議
会︵１１名︑会長 石川澄夫︑
副会長 和田真一︶に属してい
ます︒
岩村地 区は︑南 国市地 区の中
でも少子高齢化︵高齢化率３位︶
が 進んで おります ︒独居 老人や
障 害者︑ 児童の登 下校の 見守り
等 を通じ て︑地区 の皆さ んが安
心 して共 に支えな がら生 き生き
と 暮らし て行ける ように 取り組
んでおります︒
しかし ながら︑ 私共の 援助を
必要とする方の情報取得は︑個々
で はなか なか困難 です︒ 皆様︑
こ のよう な活動を ご理解 頂き︑
お 力添え をよろし くお願 い申し
あげます︒
︵寄稿者・金地 中尾武夫︶
︵３面・８面に関連記事︶

土佐日記・門出のまつり
俳句の部︵入選︶
日章小の岩村地区紹介します
あじさいは
おへんろさんの
おうえんだん
藤本 佳子
５年

あるきだし
ふいにとおった
秋の風
正木 楓季
５年

くらいなか
ほたるのあかり
みな笑顔
安松 朋彦
５年

