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笑顔いっぱいのクリスマス会
岩村の子ども会が合同で
おいしく いた だき まし た︒
︵１番人気は甘口でした︶
お楽しみはいろいろなゲー
ムです︒ ６年 生女 子が 中心
となって しっ かり 司会 進行
をし︑くじ引きやビンゴケー
ムで大盛 り上 がり でし た︒
新聞ゲ ーム では 上級 生も
下級生も 入学 前の 子も みん
なで２人 ペア を組 み︑ 協力
し合って 楽し みま した ︒最
後はお菓 子の お土 産で す︒
クリスマ スケ ーキ はな かっ

保育園廃止にかかる覚書

岩村に公園・
広場を

平成 ２４ 年１ ２月 ２３ 日
︵日︶岩村ふれあいセンター
で︑堀 ノ内 二葉 ・金 地な か
よし・ 包末 日の 丸・ 福船 あ
るくの ４つ の子 ども 会が 合
同でク リス マス 会を 開催 し
ました ︒小 学生 ３４ 名︑ 幼
児４名 ︑保 護者 ６名 の総 勢
４４名 が参 加し ︑年 末の ひ
ととき 賑や かで 楽し い時 間
を過ごしました︒
５ ６･年生は少し早めに集
合し︑ みん なの 昼食 作り に
精を出 しま した ︒こ の日 の
メニュ ーは カレ ーラ イス ︒
２グル ープ に分 かれ て野 菜
を切っ たり 材料 を炒 めた り
と︑途 中ち ょっ とし た小 さ
な怪我 はあ りま した が︑ こ
れも経 験で す︒ 大方 は手 際
よく進 み︑ 無事 お昼 まで に
甘口・ 小辛 ・中 辛と いう ３
つのテ イス トの カレ ーが 出
来上が り︑ みん なそ ろっ て

宏明

１ 月 １ ６ 日 水( 岩) 村 保 育 所 廃
止にかかる覚書の中で︑未解決
の部分を考えようと︑公民館運
営審議会において︑会合がもた
れました︒
南国市と地元が交わした 岩｢村

たけ れど ︑い ろいろ な年 齢
の子 ども たち のいっ ぱい の
笑顔 が集 まっ た素敵 なク リ
スマスでした︒
寄稿者 )
(
堀ノ内二葉
宇水 美帆
金地なかよし 常石
満
包末日の丸
入交真由美
福船あるく
濱口 美佐

９日( 土) 公民館の映画会 13時〜14時30分
木浦の母
綾小路きみまろライブ
２月２４日( 日) ボウリング大会
場所・ボウルかづらしま
集合・18時30分
お申込み 島崎864- 2580 又は 岡崎863- 1833まで
２月

平成２４年１１月２０日︑南
国市社会福祉大会が開催され︑
岩村地区からも左記の２名の方
に︑南国市から﹁市感謝状﹂が
贈られました︒
大畠 登美子さん
山崎 順子 さん
公民館活動で活動し︑運営審
議会で１０年以上貢献した左記
の２名の方にも高知県公民館運
営協議会から表彰状が贈られま
した︒
中尾 香代 さん
田所 秀二 さん

社会福祉や公民館活動
で表彰状

保 育 所 廃 止 に か か る 覚 書 ｣の 中
で︑第４項の運動場・公園の整
備では︑岩村保育所廃止後︑跡
地の活用やコミュニティ施設 岩(
村ふれあいセンター と) の併設な
ど︑地元の創意により整備を行
うことが約束されています︒
今後︑﹁岩村に公園・運動場
の 整 備 を 進 め る 会 仮( 称 ﹂) と し
て︑各部落から︑新委員を選出
して︑実現に向けて検討してい
くことが決定されました︒

岩村公民館の行事予定

田所 秀二さん
雪美さん
小松 瑞 み( ず
く
) ん
２歳

い わ む ら
館長

今年も 地域の みなさ んが︑ 元気
に・楽 しく参 加でき る活動 をし
ていきたいと思っています︒
皆様 のご健 康とご 多幸を お祈
りして 新年の ご挨拶 といた しま
す︒

ふれあいセンターで元気に楽しく活動する
岩村いきいき体操チーム/ 撮影日1月19日( 土)

新年のご挨拶
新年明けま してお めでと うご
ざ います︒地 域の皆 様には 健や
か な新年をお 迎えの ことヽ お喜
び申しあげます︒
旧年中は公 民館活 動に多 大な
ご 支援・ご協 力をい ただき ︑お
か げさまで充 実した １年で あっ
たことを厚くお礼申し上げます︒
昨年は世界の大国はもとより︑
日 本でも大き な政治 変革の 年と
な りました︒ 新しい 年を迎 え︑
ぼ んやりと明 かりが 見えて きた
よ うな感じが いたし ますが ︑前
途 は多難であ ります ︒経済 が好

（部落名）（総代）
（年番）
堀ノ内 谷 良一 森 義和・小川純正
金 地 西本健二 佐竹 勉（東）・田村福康（西）
包 末 広瀬 隆 耕崎 勇・石川 淳
福 船 溝渕忠志 森本 守・西尾忠温 ・宮原浩之・田所明美
蔵福寺島 大畠明治 名倉輝明・大畠雅夫

２３号

イチゴ大好きな瑞。男の子のたくまし
さが見えてきました。
今まで病院にかかったことのない元気
な２歳です。
特別ではなく、普通に育ってもらいた
いですね。

転する事を願って︑明日へ向かっ
て みなさんと 共に頑 張って いき
たいと思います︒
公民館は地 域活性 化の拠 点と
して大きな役割を担うことから︑

平成２５年度の各部落役員（敬称略）
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