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岩上自治振興会広報 第26号
《基本方針 (ス ローガン)》
つも ・̈いつまでも続<組織でありたい。

|きあιlあllこ…・子どもから高齢者まで。

●たドっている¨0けど、がんばりすぎない。
~■

んなの岩上 ・̈みんながずっと住み続けたい。

■ 第33回、岩上ふれあい運動会開催される (6月 11日 )

いちばん心配された天候も、雨に一度も降られず、
競技がほぼ予定通り進行しました。

総合優勝は中畑区、準優勝は艤峨区、
3位は新城区の結果と
なりました。                 ■

ぬしろ気温も低い過ごしやすい一日で全ての

↑城中陸上部のみなさん (ボランテイアとして参加して<れました)

↑ジヤンケングームで見事勝ち抜かれた
艤峨区の溝上さん (左)とつつじが丘区の山□さん
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↑つなひき競技で優勝した「今郷区」 バン<い競争

岩永市長の挨拶選手宣誓 市旗の行進



↑開会式前の各区 入場行進

↓あがで競争

幼児競争
(オ ープン)

ホールインワンに挑戦
(オ ープン)

↑ゲートボールリレー (60歳以上)

↓2人でなかよし競争

↑ジヤンケングーム

(全員参力□)
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響饉 初心者太極拳
0乎 ll■ を整え、ゆったり

とした動きを基本とした

「太極拳」。
今や健康法の一つとし

て多<で取り入れられて
います。

鷲
「太極拳講座の様子」

緻顆 蝙晰 濶鰊 榜几 鱚饒鍼

8乍年に続<第2弾、あやじのレストラン !

お父さんやお じいちゃんが、いつもささえて<れる家族に感謝の
気持ちを込めて「父の日」にレス トランを開店するというユニークな講座です。

レストランは水□町東林□にある「Japan Dining emu」 を開放していただ
き、指導は店のオーナーシェフの中村 慎さん。
朝から料理の準備して夕方に家族を迎えて料理を食べてもらうという趣向で

すが、下ごしらえから料理づ<り、ウェーター役に片付け・食器洗いまで、一
連の流れを体験するものでした。メニューはトマトスープに近江牛の一ロステ
ーキ、コーン・水菜・おもちのかき揚げ、のどぐろの煮付け、海草入り素麺、
デザートの 6品。
受講者 (5名)の皆さんは優し<も厳しい中村さんの指導に真貪」な面持ちでしたが、普段とは

異なる立ち位置からレストラン体験ができた記念となる一日でした。
何より、夕万来店した家族 (奥さんや、祖父母 0孫など 14名 )

は、自分のお父さんやおじいちゃんが作つて<れた料理に舌鼓を
打ち満足そうでした。なかでも “愛情"という―品がノらに
しみたことでしょう・・・         _..― _

ユニークな「父の日」の過ごし万
を考えていただいたォーナーの  ■
中村さんに感謝します。    I

会  長
副 会 長
事務局長
理  事
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松西 博行 (新城)【生】
佐治 隆嗣 (今郷)【産】
森丼 久次 (禾□野)【人】

穂積 哲郎 (城が丘)

藤丼 博逸 (和野)

武田 孝四郎 (中畑)

保井  章 (1義峨)

塩田 清昭 (つつじが丘)

西野 久則 (新城)

朝日 増男 (今郷)

中島 文雄 (和野)

小崎  勲 (中畑)

表中 【総】=総合企画・広報部会 【生】=生涯学習 。健康づ<り 部会 【産】=産業・環境部会
【安】=安心・安全部会 【人】=人権・福祉・生き活き部会 を表しています。

藤丼 幸男 (和野) 理  事
竹田 久志 (今郷)

森村 秀紀 (和野)

竹田 義秋 (禾□野) 代 議 員
西浦 忠之 (中畑)

柳本 隆― (1義峨)

雲林院 和博 (つつじが丘)

秀熊 憲司 (新城)

山田 廣司 C郷 )

古武家 保和 (城が丘)

保丼 広美 (西が瀬)

中1鳥 正広 (1義峨)【総】

代 議 員 保丼 輝夫 (1義1我 )

本村  浩 (つつじが丘)

秀熊 茂―郎 (新城)

増山 重治 (今郷)

三ケ月 和男 (城が丘)

渡辺  一 (今郷)【総】

梅本  徹 (城が丘)【生】
松村 直子 (城が丘)【産】

北山 智規 (今郷)【安】
治武 道代 (新城)【人】

監  事 小崎  博 (中畑)

村田 博史 (つつじが丘)

「ミニミニ講座」では
後期講座受付の
リーフレットを8月
に配布しま丸
多くの方の受講を
期待しています。



産業・環境部会では、今年も 6月 26日 (月)～ 30日 (金)まで
職場体験学習として、城山中学生 2名 (2年生)を受け入れました。

昨年に弓|き続き、岩上名所の看板整備に協力してもらいました。
今回の体験で、岩上地域に少 しでも興味や関ノトをもってもらうことが出来たのではないかと思います。

事前打ち合わせ:6月 21日 C)15:30～ 16:30 →

本年度の対象者 2名
作業内容の説明 (地域の文化遺産の調査 。現場による確認等)

地域の屋号 (昔の名前と仕事内容の調査等)

職場体験 :6月 26日 O～ 30日 ◎ 9:00～ 16:00

岩上地域内の今までの調査個所及び地区内の確認

図書館にて地域の情報収集
ちょうきょうじ

中畑地区の真宗大谷派長敬寺にて住職に寺の歴史について説明を受ける。

職場体験を受けた
西村 亘平君 (左)と安達 慶君

(←現地での調査の様子)

(事前学習の様子)

||||■  ●1111■

(真宗大谷派 長敬寺→

:中畑区)

碑↑

8月 26日 (土)ニュースポーツ大会

(生rSE学習・健康づくり部会)

10月 15日 (日)防災訓練 (安心 0安全部会)

10月 29日 (日)視察旅行 (産業 0環境部会)

11月 12日 (日)第 38回ふれあい文化祭

(生涯学習・健康づくり部会)

(講師の竹田副会長と事前打合せの様子)
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活 動 部 会 5  1醤皇会層緊彗雫婁′さ簑堡覇喜雫戻耀に足聖會活き部会
事 務 所 水□町新城557番地

代 表 者 名 藤井 幸男

電 話・ FA X 0748-70-3332

∪ RL http://lwagamijiti.com/

E― mail lwagamijitisin@ac― koka.jp

エリア人□ 2,948人 1,053世 帯 (平成29年 5月末現在 )
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