
ほっと平山通信 １１月

号   
急に寒くなってきましたしたが、皆さま風邪など引かれてないですか？？先月は、満月ウォ

ーキングや運動会にご参加下さり 本当にありがとうございました。楽しく過ごして頂け

たかな？？またこんな事したいとかありましたらぜひお声をかけてくださいね。 

＜１０月の活動報告＞  
＜宿泊・食事＞  

※1 日（土）     一泊二食付き 3 名様  
 一昨年にもお越しくださっていたお客様で、お父さんと年長さん（当時）の

息子さんとお二人で高知市内から歩いてお越しくださった方が今年はその弟さ

ん（年中さん）とでまた歩いてお越し下さいました。途中、秦山公園に寄って

ひと遊びもされたそうです！！！新改発電所あたりから雨が降り出し寒かった

と思いますが、元気に最後まで歩いて到着されました。すぐにぬくぬくのお風

呂に入って夕食も食べれて、ゆっくりと夜は過ごされ、翌日 また元気に歩い

て出発されましたよ！！！夕方６時頃無事に到着したとご連絡頂きました。 

 

※1 日（土）     一泊二食付き 10 名様 
 この時期に毎年お越しくださる、工科大の授業の一つとして、合宿にお越しくださりまし

た。今年は学生さんだけでなく一般の方もいらっしゃりました。次回は、１月にご予約を頂

いており、振り返り・まとめをされるようです。 

 

※8 日（土）     一泊二食付き 3 名様・２名様    
 山口県・埼玉からお越しくださったお客様で、ホームページを見て知ってくださったよう

です。 

 

※9 日（日）     一泊朝食付き 1 名様 
 お知らせにも書いてますように、先月から小麦のプロジェクトが動きだした

のですが、その指導をしてくださってる方が、別件で大栃に来られていてその



際にほっと平山をご利用くださりました。 

 

※9 日（日）     一泊二食付き ５名様・2名様  
 こちらのお客様も、神奈川県・和歌山県からと県外のお客様でした。少しづ

つではありますが、県外のお客様が増えてきたころごろです。 

 

※15 日（土）     素泊まり ３名様 
 運動会の準備にと。。。県立大学の学生さんがお越しくださりました。自分

達で出来る所までやりましたが、やはり前日になってバタバタとし、大変助け

て頂きました。 

 

※15 日（土）     一泊朝食付き 18名様 
 会社のお仲間で泊まりに来てくださいました。夕食にピザを焼かれ、たこ焼き作りも！

翌日は運動会の日でしたが、石窯の所でＢＢＱをされて過ごして頂きましたよ。 

 

※17～19 日      二泊 素泊まり 4名様 
 以前にもお越し頂いたお客様で、講師の方が県外から来られて合宿をされていました。

間でピザ焼き体験もして頂きました。真剣なお話しもあり、笑い声も聞こえていたりとして

いました。 

 

※22日（土）         一泊朝食付き １名様 
 １７日から二泊して下さったお客様で、数日別の場所でお仕事をされてから

また泊まり来て下さいました。 

 

※22 日（土）     一泊朝食付き 1名様 
 四国一周を車でされている学生さんで、祖谷と剣山へと向かって出発されま

した。 

  

※26 日（水）     素泊まり 5 名様 
 東川の真平君がお友達とご利用下さりました。もう来てくれだして３回目に

なるそうです！バトミントンをされてるそうで、体育館で練習され、夜はギョ

ーザパーティー！！いつもありがとう。また来年もぜひ(^^) 

 

 

※29 日（土）         一泊二食付き 4名様 
 兵庫県からお越しのご家族で、翌日の日曜には木工所で木工体験をされてい

かれました。 

 

※30 日（日）      素泊まり ４名様 
 よくご利用くださるコスプレイヤーの方が宿泊でお越しくださいました。

日・月と二日にわたり 漫画のキャラクターに変身して親水公園などで撮影を

されていましたよ。また今月にはコスプレ運動会も予定されてるそうでうで、



運動場をご利用になるご予約を頂いてます。 

＜体験＞   

※1（土）     バブルサッカー体験  32 名様 
 香北の中学校の皆さんがお越しくださいりました。 

 

※2 日（日）    ピザ焼き体験 8 名様  
 ピザ焼き体験・体育館で遊ばれて過ごされてました。「次は泊まりにくる！」と楽しそう

に帰られました。 

 

※8 日（日）   バブルサッカー体験・ピザ焼き体験・ＢＢＱ 20名様程  
 香美市役所の青年部の方が、交流会にとお越しくださりました。バブルサッ

カーとピザ作りに分かれて体験して頂き、昼食にみんなでＢＢＱをされていま

したよ。日頃＜ほっと平山＞がお世話になってる方も参加されてました。 

 

※9日（日）      ＢＢＱ・バブルサッカー    

 ＪＡ土佐香美さんが＜ほっと平山＞で婚活イベントを企画されてました。Ｂ

ＢＱして、バームクーヘン作りをされ、体育館でバブルサッカー体験 という

ような内容で婚活でしたよ。良い出来合いがあったのでしょうか。今後が楽し

みですね。 

 

※12 日（水）   ピザ焼き体験 
 南国市からお越しでした。皆さん上手に焼かれていまいたよ 

 

※14 日（金）   満月ウォーキング 
 久しぶりに満月を見ながら歩く事ができ、総勢２４名 みんなゴールまで完

歩できました。 

 

※16 日（日）   平山地区運動会 
 今年は主に平山青年団の皆さんと県立大の学生さんとで運営をして下さりま

した。復活した競技もあり、笑ったりして頂けたでしょうか？また楽しい時間

を来年もすごしましょうね。 

 

※22 日（土）   ピザ焼き体験・ＢＢＱ 20 名様程  
 昨年もお越しくださっていた方で、今年もお越しくださいました。ＢＢＱ・ピザ焼き体験・

体育館利用と平山を楽しんでいってくれました。 

 

※26 日（日）   ピザ焼き体験 17 枚 
 南国市の保育園が親子遠足でお越しくださいました。陶芸をして、ピザ焼き



体験。お弁当に持って来られていて、ピザも食べながらお弁当も食べられてま

した。私達スタッフにも園児さんがお菓子をくれましたよ♪ 

 

※30 日（日）    ピザ焼き体験 26 名様  
 婚活をイベントを・・・とピザ焼き体験をしてくださりました。２組ほどのカップルが出来た

そうですよ。ここ＜ほっと平山＞が出会いの場になるなんて嬉しい事ですね(^^♪ 

 

※30 日（日）   香美市１０周年の記念イベントへ出店  
  

 

 

 

 

＜施設利用＞   

※2・８・23 日    会議室・一室利用  
 コスプレイヤーの皆さんのご利用です。 

 

※26日（水） 前撮り撮影 

 夏に宿泊にお越しくださっていたお客様が、今月結婚式を挙げられるそうで、

そのお式の前に。。。と撮影にお越しくださいました。宿泊に来てくださって

いたお部屋や、体育館で撮影をされましたよ。久しぶりにウエディングドレス

を見て、とっても嬉しかったｶﾄﾞﾀです。おめでとうございます。末永くお幸せ

に☆ 

   ＜１１月の予定＞    

※2日（水） 二泊朝食付き 3名様 

※3日（木・祝） ピザ・バブルサッカー 

※4日（金）  ピザ・バブルサッカー・宿泊 1件  

※5日（土）  宿泊 2件・会議室使用 

※6日（日）  ピザ・バブル 2件 

※7日（月）  二泊・バブル  

※10・17・24（木） バブルサッカー出張教室 



※11日（金）  宿泊２件・会議室使用・ＪＡＺＺコンサート 

※12日（土） 館内利用 １００名様程 宿泊２件 

※13日（日） ＢＢＱ・宿泊２件 

※14日（月） 宿泊 

※15日（火） お弁当 

※19日（土） 宿泊３件・運動場利用 

※20日（日） ピザ２件・お弁当 ちびチャリへ出店 

※23日（水） バブルサッカー 

※26日（土） ピザ・バブル・宿泊２件 

※27日（日） お弁当 10個 

  

 

 
※１１日はＪａｚｚ ＬＩＶＥ♪ 
裏面のチラシの通り １１日にはジャズのコンサートを体育館で行います。全国色々な所

でコンサートをされてる方です。この機会に本格的なジャズ 聴きにおいでませんか？？ 

 

 

日 時 １１月１１日（金）  ＰＭ19：００～21：00 

              

会 費 3.500円（１ドリンク・ピザ付き） 

    2.500円（１ドリンク） 

申込先 ５３－２０７６ ほっと平山 

 

 

※12月１０日（土） 平山地区忘年会 
忘年会の時期が近付いてまいりました。 

今年も下記の通り 振興協議会さんが準備をしてくださってます。 

少し会費は頂いて・・・残りは振興協議会さんが負担してくださります。 

みなさんの沢山のご参加お待ちしております 

 

 

 忘年会 １２月１０日（土） ＰＭ６：００～ 

 場 所 ほっと平山 食堂 

 会 費 １．０００円  

 申込先 ほっと平山 ５３－２０７６ 



 

 

 

 

 

※稲刈り無事に終わりました。 
東川の浜田さんの田んぼをお借りして６月に田植えを行い、１０月２５日に刈り取りを行い

ました。 

体験イベントにする予定でしたが、お天気の都合により、今年は実さんにコンバインを出し

て頂き刈り取りを行い、東川の機械をお借りして、乾燥・もみすりまで行って頂きました。

皆様のご協力のお蔭で、思ったより沢山のもち米が出来上がりました。ご協力くださった

皆様 本当にありがとうございました。 

１２月に行うお餅つきにも使って頂く予定ですが、もしもち米がご入用の方がいらっしゃい

ましたら、１ｋｇ ６００円で販売もしておりますので、またお声をかけてください。 

 

それと、先日 ほっと平山近くの門脇さんの畑をお借りして「麦」の栽培をするべく準備を

始めました。今回はピザ焼き体験で使う小麦粉だけでなく、バリューさん・山田高校さん

にもお手伝い頂き、新たな企みを考えております。 

また、形になるときにはご報告しますね。 

 

※ダム周辺の草刈り 
 １１月６日（日） ＡＭ７：３０にセンター前に集合です。 

 参加の方が減って 一人一人への負担がかなり増えてるようです。沢山の

ご参加お待ちしております。 

＜受付おばさんのつぶやき・・・＞ 

 毎年の事ですが、今年もイベント盛沢山だった１０月あっというまに過ぎていきました。

どのイベントもなんとか無事に終わりほっともしておりますが、まｔら 11日にはジャズのコン

サートもあります。地域の方にもぜひ本格的なジャズをこの機会に聴いて頂きたいと思っ

ておりますので、ぜひぜひ遊びにおいでてください。  

＜公民館活動より＞  

 



～「ゆず姫」上映会～ 

 昨年この平山地区でも撮影が行われていた「ゆず姫」を高知大の学生さんのご協力

の下、上映会を下記の通り行います。香美市内の各所で撮影が行われたそうですよ。

淡い恋のお話しのようです。皆さま見においでません？？ 

 

日 時  １１月１３日（日） 10：30～ 

場 所  新改北部構造改善センター  

費 用  無料 

内 容  ゆず農家の息子である由は、父親の稔の指令の元、 お嫁さん探しのために

高校に入学する。 そしてそこで運命の人、雪枝と出会う。 しかし雪枝はみんなから「姫」と

呼ばれるほど わがままで、土臭い農業とは縁のない少女だった ! 果たして由は雪枝を

手に入れ、 無事ゆず農家を継ぐことができるのか !? 

 

※一時間ほどの内容です。ご希望があれば、昼食もお作りいたします。ご注文は＜ほっと

平山 ５３－２０７６＞まで 

～１２月の活動予定～  

 今年は、公民館活動の一つとして、例年 有志の方が１２月３０日に行っていたお餅つ

きを行いたいと考えてます。 

 杵と臼でついたお餅は格別！？ 

 ご注文をお受けいたしますので、ご注文は ＜ほっと平山 ５３－２０７６＞ までお

願いします。 

 

 ５合 のしもち 1000円 

 1升 丸もち  2000円 餡と半分 

 １升 お重ね  2000円 ５合重ね、残りのし  など・・・・ 

 

ご希望のように作らせて頂きます。３０日に＜ほっと平山＞でつく予定です。ご希望があ

ればお届けもします。ぜひご利用ください(^^) 

 


