ち

さえず

はな・蕗の薹句会
こ

げき

かげ

ひいな

心映 の投句
俳句・短歌教室の詠歌紹介

まなこ

鬼杉赤池俳句教室

かん きん

こん

かわ

うぐいす

ぼし

かさ

しょうぞく

まゆみ

だい

じろ

山茶花に まみれ蜜吸う 鳥の来て

鶯の声斉うて 今朝の杜

梅が香や 希望の扉 開けし時

尾崎 和子

渡邊 一枝

山本恵美子

藤井耿之介

びな

菜園に 呼ばれる如く 耕せり
木村

め

り

流氷の軋軋として 白狐
倉石 小夜

白石 清和
福田 キヨ子
村上 美幸
桑野 昭子
越智 早苗
白石 信子
三村 和子
福田
昌

孟春を 駆け来る子等の 逞しき
白石 凡子

あつ あつ

ととの

待ちきれず 覗くが如く 土筆ン坊
杉 フジヱ

誠一

鉄橋の 記憶幻 春の川
とう

長尾 冴子

ふき

蕗の薹 持参の人も ふと匂ふ

ついば

たのしみは わが手で作り 目白待つ 庭の紅葉に ミカン切り刺し
庭石の あわいに檀 咲きてをり 鳥の運びし 種より育ち
久しぶり 体力気力 回復し「時差」なき平昌のオリンピック応援
寒風に うす紅色の 梅の花 明るき日射しを 待ちて揺れゐる
鶯の声の聞こゆる 春の朝 花の咲く日を 待ちかねてをり
佐賀錦の装束まとひし内裏雛 切れ長の目のわれに微笑む
病院のロビーに飾りし雛人形 車椅子の老女 笑みて寄りゆく
大雪に追われし小鳥ら むらがりて 庭の紅き実 すべて啄む

き

小二西田

芽柳の 風が祝ひし 婚の舟
建部三由紀
松岡 蔦枝
寒禽の 飢ゑたる眼 尖りけり
西田 真美
吉報に心はなやぐ 小春かな
あくびして 猫と留守番 冬ぬくし 岩井 童子
句に職に 本格始動 春立ちぬ
桂
啓子
明け暮れの屋根を見に出る 雪の嵩 加藤きみ子
賛美歌の 流る静寂や 枯木星
小野 美幸
暖くなれば逢ひたき 人多し
植木 チエ
賞とって 拍手の山の あたたかし 小五西田 咲笑
芽生
ゆきとけておそとであそぶ子どもたち

問 本庁2階広報・広聴係
☎ 22-7766

し、子どもたちが心待ちにす

るイベントへと高まりました。
すべき 日を飾りました。

合して相乗効果をもたらし、記念

るイベントとバルーンフェスタが融

特に圧巻。ふくちのちの節目を彩

舞い上がったバルーンリリースは、

け声とともに、いっせいに大 空へ

色 と り ど り の 風 船 が、 会 場 のか

子どもたちの夢や願いをのせた

昨年に引き続き同時開催した

撮影日 ● 昭和 49 年 7月
撮影場所 ● 人見駅付近

高津 澄子
千手 弘子
井上サワ子
福島ソマ子
馬郡 京子
熊谷カツミ
日高八重子
松本みつを
山本ひろし
香 月 眸
小場 妙子

図書館・歴史資料館ふくちのち
の開館１周年記念イベントと一体
日にワィ・ワィ・ワ広場

となったフクチ夢バルーンフェスタ
が、３月

等で開催されました。アトラクシ
ョンやショーなど魅力満 載のイベ
ントが昨年に続いて実現。ステー
ジは、数々のパフォーマンスで終始
盛り上がりを見せました。ふくち
のち館内や周辺でも子どもたちを
夢中にさせる企画が目白押し。目
移りするほどの魅力メニューが並
んだフードコートは完売する店舗
も見られ、大好評のオリジナル風
船とわたがしのプレゼントは、長
蛇の列が絶えませんでした。

した催しとバルーンフェスタ。

最盛期には石炭を積載した 50
両が通過し、黒い鉄壁のよう
な特異な風景を見せていた貨
物列車。セメント輸送が廃止さ
れた平成16 年 3月まで 40 年に
わたり地域経済を支えました。

ふくちのち開館1周年を記念

人見橋を渡る貨物列車

つよ

かん

1 多くの親子が注目した仮面ライダービルドショー。
2２本の縄を使って跳ぶ縄跳び・ダブルダッチを披
露。3ひよこ、モルモット、ヤギなどと触れ合った移
動動物園。4目の前で生み出されるバルーンのキャ
ラクターに大興奮。5来場者には風船が配布された。
6ものづくりの魅力を感じたRCカーレース。7人気絵
本「くまのがっこう」のジャッキーが来て大盛り上がり。

昔の写真を探しています！

魅力の融合がスケールアップ

↑ふくちのちの館内で2つのワークショッ
プを開催。九州工業大学生による「LED
ランプシェードづくり」では、子どもたち
が楽しみながら電気の流れを学び、オリ
ジナルの照明グッズを完成させました。

● ふくちのち開館１周年記念イベント
＆フクチ夢バルーンフェスタ

夢ふくらむ
一大祭典に
1

18

7
6
5
4 1

はく ちょう

み

3

▶環境が変わり、手続きや申
請など何かと調べものが多く
なる４月。何かあるとすぐに
スマホを開いてしまいます。
今では新聞やテレビと並ぶ
情報源となったインターネッ
ト。特に若年層ではほとんど
の情報をネットから得るとい
う調査結果もあるそうです。
ますます重要さを増すHPを
活用していただけるよう、内
容の充実に努めます。
（田代）

強東風や 庭の模様の一変す
麗かや 退院午後の光の中
霜名残 老いたる身だと ふと悲し
河川敷 早菜の花の咲き初めし
咲き初めて 華やかとなる 霞草
平凡に 生きて幸せ 佛の座
白蝶のすみか探して 飛びまはり
昨日とは 違ふ囀り 庭先に
囀りの 檄に追ひ風 選挙戦
あれこれと 言ひつ雛のデイケアー
花蜜柑暮しの匂ひ遠ざけて

2

22
23

▶４月１日付で広報担当を離
れることになりました。通算
８年間、たくさんの人に出会
い、日常の話から熱い想い
までいろいろなお話しを聞か
せていただきました。自分自
身の視野が広がったことも
実感でき、貴重な時間だっ
たと改めて思っています。
今後も培った人脈やノウハ
ウを生かして頑張ります。あ
りがとうございました。
（日吉）

