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歌って踊って

若々しく

舞台で披露する「若々しさ」
声高らかに歌うあの人も、衣装を
身にまとい踊るあの人も、みなさん
から感じるのは若々しさです。田島
地区老人クラブ連合会では６月15日
（水）、演芸発表会を開催。このたび
も多くの人にご来場いただき、舞台
で「若々しく」歌や踊りを披露してい
ただきました。（７頁に関連記事）

会長のあいさつ

吉雄

ご健闘を祈ります。また、６月 日
には地区老連演芸大会が盛大に開催
され、５６８名が参加しました。
楽しいクラブ活動が続きます。会
員 増強運動も３年目に入りました。
声かけ運動をさらに進めましょう。
今こそ「健康・友愛・奉仕」の原点
を確認し、健康寿命を延ばし、人々に
尽くす友愛活動に励み、地域社会に
尽くす奉仕活動をさらに進め、生涯
青春の心で前進してまいりましょう。

私たちは田島地区老連の活動を応援しています

多摩川クラブ田島（田島地区老連） 会長 兼 次

父宮記念公園到着時には青空の下で
お花見ができ、時之栖の桜のトンネ
ル散策でお花見を楽しみました。
４月は春のグラウンド・ゴルフ大
会、ゲートボール大会を盛大に開催。
５月には市老連ゲートボール大会で
田島小田チームが３位に入賞。グラ
ウンド・ゴルフ大会では、須山正男
会長が５位に入賞しました。 月に
開催されます全国健康福祉祭・長崎
大会には７名の方々が参加します。

弘司

皆様には、川崎区政、とりわけ高齢
者や地域福祉の推進に多大な御支援
と御協力を賜り厚くお礼を申し上げ

川崎区役所 田島支所長 岩佐

ました岩佐でございます。どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
田島地区老人クラブ連合会会員の

15

「健康・友愛・奉仕」の原点を！

暑中お見舞い申し上げます。
今年も猛暑が続くと思います。充
分に熱中症に注意し、元気に、日々
無事故で過ごしましょう。
熊本地震が長く続き、被害を受け
た多くの方々に心からお見舞いを申
し上げるとともに、一日も早い復興
を心よりお祈り申し上げます。
４月４日、地区老連のお花見旅行
は、はとバス７台で３０６名が参加。
出発時には雨でしたが、静岡県の秩

支所長のごあいさつ

暑中お見舞い申し上げます。
４月から田島支所長として、地域
の皆様の仲間入りをさせていただき

明るく！ 楽しく！ 仲間とともに！
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ます。
会 員 の 皆 様 に は、 演 芸 大 会 や ス
ポーツ大会など、日頃から文化・芸
能・スポーツ活動をとおして、明る
く楽しみながら、健康づくりや仲間
づくりを実践されるとともに、高齢
者の日常生活を支える地域支援活動
に積極的に取り組まれるなど、地域
福祉の推進にも御尽力されておりま
すことに心から敬意を表し、感謝を
申し上げます。

事務局長のあいさつ

さて、熊 本では大地震 が発 生し、
今なお、多くの方が避難生活を送ら
れています。改めて地域のつながり
や連携が注目され、日頃から地域に
おける見守り、支え合い、助け合い
などのコミュニティづくりを進めて
いくことが重要になっています。本
市でも今年度から地域包括ケアシス
テムの取組をスタートさせたところ
ですが、老人クラブの皆様におかれ
ましては、日頃の活動に加え、こう

私たちは田島地区老連の活動を応援しています

した取組の推進にお力添えをいただ
ければ幸いです。
最後になりますが、田島地区老人
クラブ連合会のますますの御発展と
会員の皆様の御多幸と御健勝を祈念
いたしまして、着任のごあいさつと
させていただきます。

芳昭

会 員 を 増 や す た め に は、 な ん と
いってもクチコミが一番です。
ぜひ、ご近所の方との地域交流の
輪を広げ、会員加入を促進していた
だくようお願いいたします。
まだまだ暑い日が続きます。笑顔
と元気でこの夏を乗り切りましょ
う。

多摩川クラブ川崎 事務局長 佐藤

事会・評議員会で承認され、多摩川
クラブ川崎では、地域の人たちが元
気に安心して暮らせるまちづくりの
実現を目指して、
「健康づくり・介
護予防の推進」や「老人クラブ運営
基盤の強化」など７つの基本方針に
基づき、活動を進めています。
中でも、会員の減少が続いている
ことから、会員増強が喫緊の課題と
捉えています。

会員増強に向 け て

暑中お見舞い申し上げます。
夏も盛りとなり、暑い日々が続き
ますが、会員の皆様にはお元気でお
過ごしのことと思います。
田島地区老連の皆様には、先月の
盆踊り大会をはじめ多摩川クラブ川
崎の事業運営に多大なるご支援・ご
協力をいただいておりますことに心
より御礼申し上げます。
さて、平成 年度の事業計画が理
28
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平成28年度４月〜６月事業報告
月

４

5

日

曜日

行

事

4

月 田島花見旅行

名

会

場

月

御殿場方面

12

火 田島老連春季グラウンド・ゴルフ大会 小田多目的広場

18

月 役員会議

19

火 JA セレサ区老連グラウンド・ゴルフ大会 小田多目的広場

21

木 田島老連春季ゲートボール大会 小田多目的広場

25

月 田島老連定期総会・会長会議 田島支所会議室

18

水 市老連ゲートボール大会

富士見公園

19

木 役員会議

田島支所会議室

日

曜日

20

金 市ペタンク大会

5 24

田島支所会議室

25

事

名

会

場

富士見公園

火 市老連選抜グラウンド・ゴルフ大会 富士見公園
水 会長会議

2 〜 3 木-金
6

行

田島支所会議室

市老連秋季グラウンド・ゴルフと
ふれあい旅行下見

愛知県西浦温泉

15

水 田島老連演芸大会

サンピアンかわさき

16

木 市老連新任会長研修会

エポックなかはら

20

月 役員会議

田島支所会議室

24

金 会長会議

各地区会長会議

平成29年

平成28年度７月〜３ 月事業予定
月

日

曜日

行

事

名

会

場

6-8 水-金 市老連第33回盆踊り大会旅行 福島・磐梯熱海

月
10

日

曜日

行

事

名

会

場

26

水 会長会議

田島支所会議室

28

金 田島老連歩け歩け運動

未定

7 15

金 役員会議

田島支所会議室

25

月 会長会議

田島支所会議室

9-10 水-木 全老連大会

富山県

18

木 役員会議

田島支所会議室

15

火 市老連ダンスまつり

エポックなかはら

金 三地区合同健康講座

サンピアンかわさき

11 18

金 役員会議

田島支所会議室

金 会長会議

田島支所会議室

24

木 会長会議

田島支所会議室

25

金 市老連女性部大会

川崎市産業振興会館

16

金 役員会議

田島支所会議室

26

木 会長会議

田島支所会議室

8 19
26
2

金 川崎市老人福祉・老人クラブ大会 エポックなかはら

16

金 役員会議

田島支所会議室

9 26

月 会長会議

田島支所会議室

12

市老連第24回グラウンド・
ゴルフ
28-30 水 - 金
愛知県西浦温泉
とふれあいの旅
4

火 田島スポーツ大会
（大運動会）小田多目的広場

6

木 田島老連秋季ゲートボール大会 小田多目的広場

14

金 役員会議

10 17-21 月-金 趣味の作品展

平成 29 年
6
1 18

田島支所会議室
日本鋼管病院内

18

火 田島老連秋季グラウンド・ゴルフ大会 小田多目的広場

20

木 多摩川堤防清掃

多摩川（味の素裏）

22

土 小田老連演芸大会

小田小学校体育館

2
3

金 田島老連賀詞交換会

姥ヶ森町内会館

水 三地区合同友愛チーム研修会 サンピアンかわさき

27

金 市老連リーダー研修会

未定

16

木 役員会議

田島支所会議室

23

木 田島会長研修会・会長会議 未定

17

金 役員会議

田島支所会議室

24

金 会長会議

田島支所会議室

私たちは田島地区老連の活動を応援しています
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４月 日（月）
、田 島 支 所 ３ 階 会
議室において、第 回目となる田島
地区老連の総会が開催されました。
議事では平成 年度の事業報告、
収支決算報告および監査報告、平成
年度の役職分担と事業計画および
予算がそれぞれ上程され、いずれも
承認・可決されました。
心新たに新年度をスタートした田

田島老連たより
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議案を上程

31

新年度
心新たにスタート

兼次会長のあいさつ

島地区老連は、改めて健康づくり・
介護予防活動を推進し、積極的な会
員増強運動を推進します。高齢社会
を迎えた今、老人クラブの存在はま
すます意義あるものとなり、かつそ
の活動に期待が寄せられています。
新年度も、会員のみなさまのご理解
とご協力をお願いいたします。

拍手で承認
就任代表者氏名

退任者氏名

高石

哲夫

佐藤

桜本２丁目第３長寿会

山村

平治

鶴谷キヨシ

浜町２丁目第１老人クラブ

坂本

友治

高野

武子

浜町３丁目シニアクラブ第２

笠井

朝江

坂口

正美

浜町４丁目老人クラブ

江守千恵子

徳元

三郎

小田栄朗人第３親睦会

青木

弥助

高橋

秀夫

小田２・３丁目第４老人クラブ

中村

恵子

荒

喜作

浅田１・２丁目友和会第２

須山

正男

荒木

光久

京町３丁目第５京寿会

馬場

良介

相馬

毅

私たちは田島地区老連の活動を応援しています

美子

28

（敬称略）

桜本１丁目長寿会第３

平成 年度
クラブ代表者就任・退任者

クラブ名

月 日（木）
、第 回田島地区
老人クラブ連合会春季ゲートボール
大会 が小田多目的広場 GB 場にて
開催されました。参加者は 名で、
心配されていた雨も降らず、無事に
大会が始まりました。
チ ー ム に 分 か れ、皆 さ ん 元 気
いっぱいにプレー。今日初めてゲー
トボールに参加した人もいて、ベテ
ランの 方 々 が 教 え な が ら 競 技 を 行
い、チーム関係なく皆さん和気あい
あいとゲームを楽しみました。成績
は次のとおりです。

第 回 田島地区老人クラブ連合会春季ゲートボール大会

和気あいあいと交流深めて
4

21

優 勝 今井チーム
準優勝 住岡チーム
第３位 石渡チーム

4

72
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72

田島老連演芸大会

６月 日（水）にサンピアンかわさ
きで行われた恒例の演芸大会では、こ
のたびも多くの出演者・観覧者のみな
さんにご参加いただきました。
日頃練習を重ねる出演者のみなさん
にとって、この一日はその成果を披露
する晴れの舞台。会場いっぱいに響く
歌声、艶やかな衣装で舞い踊る姿が、
この た び も 演 芸 大 会 を 盛 り 上 げ ま し
た。来年もみなさんの元気な出演をお
待ちしております。
15

舞台華やぎ
生きがい輝く
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第 回 川崎市老人クラ ブ
連合会ゲートボール大会

兼第 回全国健康福祉祭

38

優 勝
準優勝
第３位
第４位
第５位
第６位
第７位
第８位
第９位
第 位

（浅田１・２）
吉野 信子
（浅田１・２）
小向クニ子
（浅田１・２）
関口 義雄
（小田５・６）
藤原 勝司
（京町３）
今井 圭亮
（京町３）
守屋 勝裕
（桜本２）
住岡 定茂
（小田５・６）
内藤千恵子
（小田中央）
佐藤 ミミ
（小田中央）
宮本 勝子

田島老連健闘

出場選抜大会

29

ゲートボール部 石渡 嘉代子

桜舞う中、賑やかに開催

休憩中はお花見もかねて

11

プレー中のようす
優 勝
準優勝
第３位
第４位

子母口寿会
（高津区）
（高津区）
坂戸第一長生会
（川崎区）
田島老連田島
（川崎区）
田島老連臨港

全体の結果

このたびの大会は５月 日
（ 水）
は
雨だったため予備日 日
（水）
に行わ
れました。グラウンドは前日の雨の影
響が残り、あまり良い状態ではありま
せんでしたが、準備をしているうちに
五月晴れの天候に。 チームの参加の
予定が２チーム欠場で組み合わせが
一部変更となりました。「目指すは全国
大会長崎」
を合言葉にみんなが一丸と
なり熱い戦いを繰り広げました。
私たち田島老連からも２チーム出
場して、ともにトーナメントへ進み、
２回戦へと駒を進め３位決定戦で両
チームがぶつかり、
田島チームが３位、
臨港チームが４位に終わりました。
18

健闘ありがとうございました。最
後まで応援してくださった会長様を
はじめ皆さまに感謝とお礼を申し上
げます。

私たちは田島地区老連の活動を応援しています

春季グラウンド・
ゴルフ大会
グラウ ン ド ・ ゴ ル フ 部 長
太田 正日出

12

平成 年度田島老連春季グラウ
ンド・ゴルフ大会が４月 日（火）
、 り盛況に終わりました。各会長のご
小田多目的広場にて行われました。 協力ありがとうございました。
桜の花も散り始め冷たい風が吹く
中、皆さん楽しく行いました。結果
は次の通りです。
28

10

また JA セレサ川崎グラウンド・
ゴルフ大会は４月 日（火）好天に
恵まれ、昼休みには野菜の販売もあ
19

24
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春代

30

15

活動報告

小田健康
ウォーキング
二田

希望者の血圧測定を行いました。
９時 分ラジオ体操が始まり、終わ
り次第「のぼり」の旗を先頭に町内
別に２列に並び小田公園出発。その
日は風もなく空もきれいでさわやか
な良い天気に恵まれ、 名の会員が
緑地道の並木通りを行進。途中白や
ピンクのお花を眺
めながら 分歩き
緑 地 公 園 に 到 着。
分 ほ ど 休 憩 し、
また 分歩いて小
田公園に到着。会
長 よ り 参 加 者 数、
歩数、次週予定等
の報告を聞き解散
しました。
▼参加者チェック押印と
希望者の血圧測定
の頃の半分も進まなくなり、一曲済
むと「ドッコイショ」の連発です。年
齢も大部分 歳以上ですので、しば
らく休みます。

私たちは田島地区老連の活動を応援しています

小田４丁目第３老人クラブ

年８回ほど行っているウォーキン
グでは、小田公園で９時 分までに
集合して健康ウォーキング参加証に
押印し、その時笑いながら「おれは
皆勤賞もらえるかな」と雑談をかわ
し、結果「自分の健康のため頑張り
ましょう」となりました。

小休止
本橋よし枝

10

30

42

歩のマーチ」
「ラジオ体操」と代わる
代わる続け、夏になって町内の盆お
どりに出てみたいといって盆おどり
の練習も１〜２週間前から練習をし
て出場しました。また、頭の体操を
したり、終わりには昔懐かしい小学
校唱歌を歌って楽しく過ごしました。
こうした行事もだんだんと出席者
が減ってきてしまい、さみしくなって
きましたのでいったんお休みしよう
と思い、小休止することにしました。
土曜日ごとに休まずに皆さん出て
来てくれましたが、近頃は足が痛い、
腰が痛いといった痛い話と病院に行
く話に花が咲くようになって、 最初

輪になって踊って

東鋼第二クラブ

元気広場が終わり、もう少し続け
たいとの声に押されて始まった「さ
くらの会」
、早いもので丸７年が過ぎ
ました。先輩の鈴木芳子さんと「やっ
てみよう」と、早速管理人さんの計
らいで書類の届けを社協の方に出し
て始めて７年、長かったような短かっ
たような７年でした。
認知症予防を合言葉に川崎区の体
操の「ほほえみ元気体操」をはじめ
として「いきいき体操」
「三百六十五

▲歩道での
ウォーキング
80

30
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随 筆

乗附

康人

私たちの健康づくり
桜本１丁目長寿会

昭三

録し、ささやかな賞品を贈呈。
ペタンクも人気があり、月曜日の午
後１時からとＧＧのある日の 時から
の週３回の練習・競技には熱が入る。５
月 日、市老連第２回ペタンク競技大
会での私たちのクラブは５位の成績だっ
た。その他、公園でのおあそびは、手作
りのもので輪投げ、
ボーリング、
サッカー
などでそのつど楽しんでいる。
最近ゲートボール愛好者が年老いて、
休みがち。２カ月に１回の食事会は前
述のあとに隣の会館で催されます。
太陽のもとで会員の皆さん元気に運
動しています。また休憩の後、以前の
井戸端会議のように皆さん元気いっぱ
いです。

友人探し
山村

桜本 丁目第 長寿会

平治

私は友人、仲間、知り合いとか人と
人との関係を持つことが大好きであ
る。常に一人では暮らせない寂しがり
なのだと思う。その反面、独りで旅を
するのが大好きである。
先日、生田緑地公園へ、春なので鶯
の声を聞きたく、出かけて来た。川崎
駅から南武線に乗り、登戸で降り、駅
から徒歩で生田の山へ向かう坂道を
登って、だんだん若葉の香りが強く感
じると民家園入口。少し歩くと「宇宙
と緑の科学館」に着く、山はきれいな
新緑で鶯の鳴く声が高々と聞こえ満足

老人クラブに
入会 年

な気分になる。何
回 聞 い て も 良 い、
人世最良の時を満
喫している。鳴き
声も今年の方が歯
切れ良く聞こえ
る。そんな思いに
浸っているといつ
の間にかお昼の時間になった。急いで
愛妻弁当を広げていると隣の中年の女
性グループが楽しそうにランチ中。す
ると、グループの一人からお独りです
かと尋ねられ、ええと答えると、一緒
にいかがと誘われ、最初は遠慮してい
たが何度も誘われたので仲間に入れて
もらった。女性たちは話題が多く、家
庭の話、友人、旅先での話等々を知り、
貴重な一日を体験しました。

10

老人会のおあそびをお知らせします。
今、五月晴れの毎日、近くの公園に８時、
まずグラウンド・ゴルフの用意。 人ほ
どの会員が集まる８ホールを、休憩を
とりながら何回か練習をする。ホール
インワンだと近くの人が声をかけ、パチ
パチと祝福する。マイクラブが多くなっ
た。練習は火曜日・土曜日の２回、毎月
末には、独自のＧＧ記録会を催して記

成田

嘉鶴代

13

3

宮田

14

84

大型連休
浜１老人クラブ

姥ヶ森第二長生会

加しています。
今から 年前、有志 名でコーラス
部ができて、平成 年６月の演芸大会
に出演しました。曲名は「だいじな人
だから」
でした。このときから今日に至っ
ています。また、踊りも平成 年から
名で坂東流の髙城先生に約 年間ご
指導いただきましたが、先生の体調が
思わしくなく、残念ながらやめること
になりました。
本当に残念なことでした。
私も 歳になり、会の皆様と元気で
楽しく一人でも多くの人に健康づく
り、生涯づくりを語って、
「健康、友愛、
奉仕」の全国三大運動の推進に頑張っ
てまいります。

8

2

私は 歳の時に、お隣の元会長川船
さんに、 歳から老人会に入れるとの
お誘いがあり、主人と二人で入会して
年になりました。
月例集会は第４週の金曜日です。誕
生会は３カ月に１回で、ビンゴゲーム
等で楽しくすごしています。
毎月 日の清掃日には、できるだけ
参加するようにしております。桜川公
園での健康ウォーキングにも喜んで参

10 16

20

20

10

旅行に出かける場合には充分注意して
出かけたいと思います。
また４月上旬には九州熊本地方を中
心にした大きい地震があり、大事故と
なっております。いつくるか分からな
い災害に、常に準備している必要があ
ると思います。
老人会においても４月、５月と各種
行事が山積みされて多忙な日々を送っ
たことと思います。
これからも会議、各行事、スポーツ、
演芸会、そして趣味の作品展等があり
ます。会員一同、そして役員の皆さま
方、体に充分注意して元気に明るく楽
しく、本年も頑張りましょう。

64

60

15

20

４月下旬より５月上旬にかけての大
型連休では、会員の皆さまにおかれま
しては家族と一緒に海外旅行や国内旅
行に出かけたと思います。天候にも恵
まれ良き旅行ができたことと思いま
す。
しかし、高速道路、一般道路等では
交通事故が多発しておりました。
事故は自分だけ注意しても他人もあ
ることで、お互い注意が必要です。ま
た、設備等もあり、どうしても事故を
防ぐことができない場合もあります。

20
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東鋼第３クラブ

恵子

関 すえ子

春色たけなわの好季節となりまし
た。今年も八十路の花見ができ、嬉し
いかぎりです。花は無心に蝶を招き咲
き誇ります。私たち東鋼老人クラブに
も、サクラサクが届きました。会則に
よりそれぞれ 年間職務を果たされた
人に贈る表彰に親友 W さん、M さん
のお二人。福島県出身の方です。八十
路を過ぎても、心は老いぬ、柳のよう
にしなやかにこたえ、凛と咲く気丈な
お二人です。心からお祝い申し上げま
す。喜怒哀楽の激しい世の中で、思い
も巡る暦のごとく、人はいって聞かせ
てやってみせる。褒めることも必要と
思います。生意気をいって御免。
毎朝近所の先輩 T さんとの公園の
清掃と草むしり、頭が下がります。少
し腰を伸ばし散り始めた桜を眺めたら

んを風呂に入れるにもひと苦労。その
頃は赤ちゃんの服を脱がせたり着せた
りするおばさんがいて、自分の赤ちゃ
んの面倒をよく見てもらおうと袖の下
を使ったりするお母さんもいました。
子どもを寝かしつけ、内職をしまし
た。クリスマスのチカチカ電気、半田
付け等で二晩徹夜しても、一晩寝ると
元気です。若さですね。そんな頃私の
母は子宮ガンをわずらい、８年間の闘
病生活の後 歳で他界、その間５回手
術しました。自宅にお風呂がなかった
ので、綱島温泉みたいなところへたま
に連れていくしかできませんでした。
母には可哀想な思いをさせてしまいま
した。今なら自宅の風呂に何回でも入
れてあげられたのにと、思い出しては
ひとり切なく涙することもあります。
私は今主婦をしながら、クラブの会
長といろいろなボランティア活動を楽
しみながらガンバっています。
ひ と 息 入 れ、
爽やかな初
夏の風がす
り抜け、じっ
くり栄養を
蓄えたシニアこそ、生涯青春の基本で
す。毎年の春を楽しみにして老いてま
すます健康に留意し、逆境にあっても
めげず、進むだけ。ご活躍をお祈りし
ております。
３人の合言葉、老人会に入り、本当
おうか
によかった。青春の謳歌です。

48

（この原稿は春に投稿されました）

10

内藤

「田島老連バンザイ‼」

坂本

清子

への対応等々、先輩の人たちの行動を
参考に努めようと思っています。
ときどき高齢者の庭の草取りや枝切
りをしたり、ゴミ出し作業を手伝った
りしていますのでそれらの点は多少自
信があります。何かひとつだけでも自
信があれば良しとしなければと思って
務めることにします。これからも皆さ
んと一緒に地域の行事や奉仕活動に参
加して交流の輪を広げ、健康と生きが
いに希望を持って励もうと思っており
ます。

友治

を酌み交わし、ほどよいご機嫌で盃を
重ねるごとに昔話に花が咲き、笑いが
絶えない宴席でした。
そして各自が健康維持に専念して皆
さまが充分に気をつけており、元気で
長生きすることが何よりも望まれてお
ります。そして地元の老人クラブのこ
とで大勢の人たちが話し合っており、
私は皆さんの話をずっと聞いていまし
た。最後に我が田島老連三大行事、そ
の他の種々の行事の話をしたところ、
皆さんからとても素晴らしいとほめて
いただきました。

小田５・６シニアクラブ

酒田市南平田小学校同級会

70

今春から浜町２丁目第１老人クラブ
の会長の仕事をすることになり、皆さ
んに教えていただき、お手伝いするこ
とになりましたのでよろしくお願いい
たします。以前からふれあい行事の一
環として朝の公園清掃や除草作業をし
ていました。春と秋の交通安全週間の
時など今まで以上に緊張感を発揮して
行動しようといろいろ考えております。
しかし、このようなことは初めて経
験することなので心配が先走るばか
り。園児や小中学生、高齢者の人たち

浜町２丁目第１老人クラブ

昨年 年ぶりに同級生の皆さまに会
いに行き、
故郷の幼き頃を偲びました。
会場は山形県の鳥海山で、庄内平野を
どっしりと見下ろすようにしている風
景の良い場所でした。
環境も変わり、昔とは違っているよ
うで今さらながら時代の流れを痛感し
ました。
「あれから 年」と笑いが出ますが、
私たちは「あれから 年」でお会いして
もまったく分からなくて大笑いでした。
いろいろ世の中の集まりで楽しいこ
とがありますが、
小学校の同級会ほど、
楽しいものはありませんでした。お酒
40

交流の輪を広げて

70

私の想い出
中村

小田２・３丁目第４老人クラブ

10

友の受賞を祝って

今から 年前、 年勤めた会社を結
婚退社、その年に長男を出産。その頃
は自宅にお風呂がない家庭が多く銭湯
に行くしかなく、銭湯はいつも混んでい
て、夕方になるといも洗い状態で赤ちゃ
50

25 号
〈機関紙通巻 75 号〉第

田島老連たより

（11）盛夏号

盛夏号（12）

田島老連たより

浅田３・４丁目老人クラブ 木村 カツエ

編集後記

私たちは田島地区老連の活動を応援しています

25

俳 句

みつまた

三椏の花幾年経しや枝盛る

浅田３・４丁目老人クラブ 鈴木 久子

夜る長し刺し子楽しむ熟女かな
す
卒業式袴で清がし六年生

暑中お見舞い申し上げま
す。
この度会報 号「田島た
より」盛夏号を発行するこ
とができました。皆様のご
協力を感謝申し上げます。
この会報は会員以外の方
にも見ていただき、会員増
強に役立たせていただけた
らと思います。
夏の暑い時期、皆様には
身体に十分気をつけ熱中症
にかからず、この夏を過ご
されることをお祈りしてお
ります。

広報部一同

「田島老連たより」第 26 号は 1
月に発行予定です。
※投稿には、縦 15 字の原稿用紙
を使用してください。写真を入
れる場合は、写真の大きさに合
わせた空きが必要です。
【原稿内容】各地区の老人クラブ
行事、各クラブ活動、旅行の話、
故郷の思い出、楽しかったこ
と、短歌、俳句、川柳など。
【原稿締切】平成 28 年 10 月末
※原稿用紙は、各クラブの会長さ
んにお話をしていただければ
広報部で用意します。

短 歌

原稿募集

小田 智恵子

☎ 044(322)1985

小田栄朗人クラブ

ご不明な点は、田
島地区老連にお問い
合わせ下さい。

曇天をボール投げあう少年の
かん高き声窓越しに病む

【資 格】
概ね 60 歳以上の方ならどなたでも
【申込先】
地域の単位老人クラブ
の会長に直接申し込ん
でください。

大型の店舗の陰の裏通り
つくり笑いのポスターが舞う

地域の仲間たちと日々の生活を
充実させませんか？

田島文 芸
そこここに今亡き夫の気配ありて
卯月の空のさびしさに泣く

老人クラブ入会の
お誘い
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