▶今月は３ページでお送りします！
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したり、涙をぬぐいながら静かに聞き入っていました。
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昔の写真を探しています！

誠一

ドを交えて伝えられ、来場者は心に響いた言葉をメモ

び

なぐ」
。命の尊さや食の大切さを物語る実話がスライ

そう

かれました。演題は「いのちと向き合う。いのちをつ

ち

子先生による講演会が12月16日に「ふくちのち」で開

こ

命をテーマにした著書で知られる助産師・内田美智

町制施行50周年を機に旧赤池
町は「童謡の町」を宣言しまし
た。炭鉱閉山で人口が半減し、
財政的にも厳しくなる中、町を
励まし続けた童謡。童謡まつ
りは町のメインイベントとして
合併まで毎年開催されました。

なわ さえ

命と向き合い涙した心に響く講演
内田美智子先生講演会

め

撮影日 ● 昭和63年10 月

し

第１回童謡まつりin赤池

とんび

力強い声援を受けながら、自慢の健脚を競いました。

と

るランナーが、彦山川・中元寺川合流地点から疾走。

はな ばさみ

た。小雪まじりの寒風の中、田川郡 7 町村を代表す
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いな わら

霊山に 威風堂々 鷹の舞

加藤きみ子

花鋏 軽く鳴らして 初仕事

木村

12 月17日に福智町内の河川敷コースで開催されまし

↑小中学生から壮年のランナーまで幅広く参加した駅伝大会とマラソン大会。

冬の陽に 万年青の朱実つぶらなり 祖母のかんざし 思ひ出さるる
カレンダー幾度のばすも丸まりて壁になじまぬ歳の暮れかな
「生まれたよ」スマホに大きな 男の子 眼をしばたきて 拳をあぐる
落葉たく 煙たなびく 日曜日 静かな朝の 産土の森
頬を打つ 師走の風に 衿を立て 杖つきて行く 病院への道
新しき 年の用意か 風吹きて 庭の黄葉 すべて地に落つ
早刈りの 稲藁並ぶ 田の畦に 仲睦まじき 白鷺の二羽
弓道場に 秋の陽かたぶき 弓を執る 小さきわれの 影長く伸ぶ

古暦 苦楽を共に 過ごしけり

小野 美幸

雪晴れの 垣根を越えて 童歌

よる「田川郡駅伝大会」と「田川郡マラソン大会」が、

鬼杉赤池俳句教室

ヘアピンの二本で足りる 木の葉髪

チエ

い

ゆっくりと 太く息吸ふ 十二月

植木

たか

寒い事 考へること 苦手です

田川郡社会体育振興協会（会長・嶋野町長）主催に

しゅく き

↓
「親が子といられる時間は少ない」
と、
手と目をかける大切さを伝える内田先生。

倉石 小夜

各町村の健脚ランナーが河川敷を疾走
田川郡駅伝大会・田川郡マラソン大会

狭庭にも 東風吹きはじめ心地よし

グは 2月4日まで県内28か所を回ります。

咲笑

じめ多くの来庁者が歓迎しました。フラッ

小四西田

フラッグが到着し、金田保育園の園児をは

冬の星一つはさみしい 光かな

にオリンピックフラッグとパラリンピック

白石 凡子

スタート。１月15日、福智町役場ロビー

村人の 手作の注連縄 塞の神

ラッグツアー」が 1月 9 日から福岡県内で

芽生

京 2020オリンピック・パラリンピック フ

小一西田

JPC主催により全国を巡回している「東

しゃく

東京都、東京2020組織委員会、JOC、

雪だるまお手々つないであそぼうよ

▶今回桑野楓夏さんの世界
への挑戦を取材し、テレビで
見る五輪・パラリンピックを少
し身近に感じました。常に挑
戦を続け、夢を現実にした桑
野さん。誰よりも前向きな姿勢
に心を動かされました。
「知る
からこそ目指せる」
と語った桑
野さんがテレビを見てボッチャ
と出会ったように、何かが見
つかる手助けとなる情報発信
ができればと思います。
（田代）
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貴重なフラッグを福智で歓迎

東京2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー

高齢者大学・はな句会

なお

冬座敷眠気を誘ふ 日差しかな
正月や 今年も元気 よく生きな
紅白梅 触れんばかりに 盛りかな
置きしごと 沈んでをりし 寒の鯉
読み初めは 考の句集を 繰り返し
余寒尚 心引きしめ 生きねばと
おせち持ち 娘の暮らし かいま見る
日の当たる カーテン眩し 大 旦
手を清む 水一杓の 淑気かな
筆の癖 昔のまゝや 年賀状
早春の 風渡りゆく 川辺かな
書く気力 母まだありし 年賀状

↓東京2020大会への一体感の創出を目指して全国巡回するフラッグ、金田保育園児たちも興奮気味に歓迎。

▶表紙は「かなだカメラ写真
館」
で撮影した町内の新成人
５人。皆さん美しく、細部には
それぞれの個性が表れ、思
わず見入ってしまいました。十
数年前、今は亡き祖母が購
入してくれた振袖。当時は当
たり前のように思っていました
が、今思えば感謝しかありま
せん。新成人の皆さんには感
謝の心を忘れず、今を大切に
生きてほしいと願います（
。日吉）
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