短歌・俳句で綴る

御代田 の

短 歌

散歩路にほたるぶくろの花開く
﹁採るな雨降る雨降りの花﹂

凌霄花の咲きこぼれゐるとなり家の庭に風吹く朱あかとして

山里の夕日明るき電線にカラス群れ呼ぶ今十一羽

俳

四季

藤子

﹁短歌の会﹂と﹁御代田風の道俳句会﹂から寄せられた代表作品です︒

大井

あか

靖子

の う ぜ ん

松浦

寿子

悦子

山の草水辺の草や盆の市

内山

淳

前田

盆の雨仏の父母に傘をさす

足立

彰男

和子

亡母からの文字なき文や白桔梗

石田

勝彦

木下

筆洗ふ水の色にも秋立ちぬ

澤田

隆久

当期雑詠

ふかし芋大根粥の夏遠く

内堀

句

信楽の狸を傍に草の市

fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff

成人と
し
て
の
責任を
果た
し
た
い
と思いま
す
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生涯学習

龍書会
書を気軽に楽しもうということで、この会が発
足して、5年程経ちました。なかなかお手本どお
りには書けませんが、少しずつ、上達はしてい
るようです。姿勢を正し、書き出す緊張感はと
ても素晴らしいことだと思います。楷書、行書、
草書、隷書、篆書、金文、甲骨文等々それぞれ
の時代に使われた文字を辞典で調べて、書にし
ていくのも楽しみの一つです。書のほかに、刻
字も行っています。良い講師に恵まれ、休憩時は、
講師、生徒共々和気あいあいと過ごしています。
また、会員相互の親睦をはかり、書に対する意
識と見聞を高めるため、年1，
2回作品展を見学
しています。毎年開催される文化展を一つの励
みとして、作品に取り組んでいます。
活動日
会 長
連絡先

1 趣味は？
読書

2 おすすめスポットは？
浅間縄文ミュージアム

3 理想の人は？
堅実な人

4 夢・目標は？
歴史や文化に携わっていたいで
す

5 まちづくりに一言
みよたは住みよい町だと思い
ます。ただ、外に自慢できる
ことや魅力がもう少しあれば
と感じます。

毎月第1水曜日・第3土曜日
島崎圭子 327476
大塚泰雄 465171
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Harry Potter Word Search
ハリーポッター単語探し
ＬＰＢＺＮＯＦＩＲＶＭＱＧＥＥＤＧＹＣＦ
ＮＢＡＩＤＦＢＮＣＲＱＯＨＢＬＨＣＪＯＦ
ＦＺＺＮＲＸＬＶＬＸＧＭＯＧＥＢＬＪＵＭ
ＳＶＴＺＨＩＳＴＹＫＥＡＰＲＸＮＱＤＡＥ
ＲＡＶＥＮＣＬＡＷＲＹＯＰＭＢＭＬＯＯＧ
ＤＧＷＪＣＫＭＮＯＪＶＫＺＯＲＰＪＢＵＱ
ＰＫＲＷＯＯＨＤＡＯＺＦＮＤＲＭＦＢＨＵ
ＰＹＥＬＬＡＥＮＲＵＴＣＯＮＵＴＯＹＮＩ
ＩＫＴＪＲＬＤＯＡＤＢＨＩＱＡＴＫＢＧＤ
ＧＬＩＡＢＸＦＯＹＩＦＡＱＵＮＵＵＥＷＤ
ＳＰＬＭＰＥＮＯＩＭＲＥＨＡＥＫＫＳＹＩ
ＴＵＵＥＶＲＲＡＴＥＬＨＩＺＱＳＣＱＳＴ
ＡＤＺＳＦＹＬＬＩＬＰＧＷＲＰＪＷＨＨＣ
ＩＶＬＵＮＰＣＥＲＩＦＦＯＴＥＬＢＯＧＨ
ＬＰＭＯＡＮＩＮＧＭＹＲＴＬＥＴＶＳＢＡ
ＬＷＩＫＣＡＬＢＳＵＩＲＩＳＥＣＴＩＲＹ
ＪＤＨＴＱＦＧＷＧＪＮＩＹＣＤＣＥＯＱＴ
ＸＭＴＳＯＲＴＩＮＧＨＡＴＳＡＣＤＺＰＭ
ＴＱＩＺＡＫＦＬＯＷＥＲＥＷＹＢＩＧＸＥ
ＲＹＯＦＬＡＭＯＣＡＲＤＲＥＪＰＤＮＣＯ

15 questions, ﬁnd the answers in the wordsearch.
下にある単語の中から15個の質問の答えを探してみよう。そして上のパズルにその単語を見つけて○で囲んでみて
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Which of Harryʼs friends is a muggle ? マグル育ちのハリーの友達は誰でしょう？
What is the name of Harryʼs house elf friend? ハリーの屋敷しもべ妖精の名前は?
Slytherin, Gryﬃndor, Huﬄepuﬀ, ̲̲̲̲. スリザリン、グリフィンドール、ハッフルパフ、もう一つは？
The Tri-wizard Cup is one of these. ３校対抗試合の優勝カップはこれの内の一つでしたね。
Harryʼs favorite sport. ハリーの好きなスポーツは？
Ghost in Hogwarts toilets and bathrooms? ホグワーツのトイレやお風呂に住んでいる幽霊の名前は?
Who is Harryʼs God-father? ハリーの名付け親は?
What must every quidditch player have? クィディッチ選手が持っていなければならない道具は?
What decides which house students belong? ホグワーツの生徒がどの寮に入るか決めるのは何?
What is Professor Lupin secretly? ルーピン先生の秘密は?
What type of animal is Scabbers? スキャバーズはどんな動物だったでしょう?
Hagrid is a half ̲̲̲̲. ハグリッドは半分…？
Hagrid gave Dudley one with his magical umbrella. ハグリッドが魔法の傘でダドリーに生やしたものは？
Which shopping street is dangerous? 危険な商店街は?
Where do students put their names to join the Tri-wizard Cup? ３校対抗試合に申し込むために生徒た
ちが名前を書いて入れなければいけないものは？

Word Bank 答えの単語 (no spaces in the puzzle - パズル内はスペースは入りません)
Broom（ホウキ）, Portkey（ポートキー）, Pigstail（ブタの尻尾）, Werewolf（狼男）, Giant（巨人）,
Sorting hat（組分け帽子）, Nocturne Alley（ノクターン横丁）, Quidditch（クィディッチ）, Sirius
Black（シ リ ウ ス ブ ラ ッ ク ）, Rat（ネ ズ ミ ）, Dobby（ド ビ ー）, Hermione（ハ ー マ イ オ ニ ー）,
Ravenclaw（レーベンクロー）, Goblet of Fire（炎のゴブレット）Moaning Myrtle（嘆きのマートル）
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