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あっという間に１２月になりました。今年も残りわずか！師走に入り慌ただし

くなりますが、慌ててこけたりしないよう足元などくれぐれもお気をつけくだ

さいね。インフルエンザも流行が今年は早いみたいですので合わせてお気をつ

けてくださいね。元気に新年を迎えましょう(^^)/ 

＜11 月の活動報告＞  
＜宿泊・食事＞  

※2 日（木）     一泊朝食付き 3 名様  
 東京からお越しのご家族で、二泊されました。お部屋を二階に準備したのですが、お部

屋からバイオリンかな？楽器の音色が事務所に聞こえてきてました。桂浜へ行かれたよう

です。 

 

※4 日（金）     一泊二食付き 3 名様 
 香川県からお仕事へお越しの男性３名様でした。他にお客様もなかったので、お一人

一部屋でお休みして頂きました。 

 

※5 日（土）     宿泊 10 名様     
 バックギャモンというボードゲームの合宿にお越しくださいました。少し内容を教えても

らいましたが、幅広い年代の方が楽しめるようでした。合間にピザ焼き体験や親水公園

でＢＢＱも楽しまれていましたよ。 

 

※5日（土）         一泊朝食付き 9名様 
 昨年もお越しくださっていた会社の皆さんで、土曜日には体育館で運動会をされ、翌日

バブルサッカー体験。前日の運動会で身体が痛い～！！と言われながらも楽しんで頂

けたようです。 

 

※7 日（月）     一泊二食付き 6 名様 



 良くお越しくださるお客様で、体育館でバイオリンの練習を教えられていま

した。今回は二泊していかれましたよ。 

 

※11 日（金）     素泊まり １名様  
 ジャズのコンサートにお越しくださったいたお客様が宿泊もしてくださいま

した。 

 

※12日（土）         一泊二食付き 1名様・4名様 
 プライベートで大きいバイクに乗ってお越しのお客様と、ご家族でお越しの

２グループのお客様でした。こんな静かな朝は久しぶり！また来ます！！と喜

んで頂けたようです。 

 

※14 日（月）     一泊二食付き 3名様 
 翌日に＜ほっと平山＞で打ち合わせをするようになってて前泊で３名の方が

お越しくださりました。室戸からお越しだったのですが、そちらのほうにも

「アサギマダラ」が飛んできているようで、蝶の情報を色々と教えて頂きまし

たよ。 

 

※16 日（水）     一泊二食付き  1名様・1名様 
 県外からお越しのお一人様の２組でした。お互いにお一人だった事もあって

か、色々とお話しもされていたし、途中まで車で積んでいかれたりされたよう

です。お客様同士の交流もあってとっても良かったです。 

 

※19日（土）         素泊まり 1名様 
 工科大の受験に・・・とお一人で高校生がお越しくださりました。新改駅か

ら歩いてこられ、また歩いて駅へ向かわれました。良い結果が出ると良いです

ね。 

 

※19日（土）         一泊二食付き 5名様・2名様 朝付き 11名様 
 男性お二人だったり（お仕事かな？）ご家族と、フットサルのチームでと、

それぞれグループでお越しでした。フットサルのチームの皆さんは次の日が試

合だと出発されましたよ。毎年今頃の時期にお越しくださってるチームです。 

 

※30日（水）         一泊二食付き 2名様 
 奥様のご実家へ向かわれているご夫婦でお越しでした。土佐市の方で、結構前から＜

ほっと平山＞の事は知ってくださっていたようです。 

＜体験＞   

※3 日（木）   ピザ焼き・バブルサッカー体験 17 名様 



 女性ばかりの１７名のグループで、職場でお越しくださったようで、バブル

サッカー体験をして、昼食にピザを焼いていかれました。ワイワイと楽しそう

に過ごされてました。 

 

※4 日（金）   バブルサッカー体験 21 名様  
 男性ばかりの 21名様でした。お仕事の交流会の中のプログラムの一つとしてお越し、

高知県ちと愛媛県の交流だと言われてました。 

 

※6 日（日）   バブルサッカー体験 19名様  

 男女 19名のバブル体験でした。初めてましての方々が多い中で、ワイワイ

楽しそうに。２時間遊んでくださいました。 

 

※7日（月）      バブルサッカー体験 8名様   
 ３月か４月に子供さんと一緒に。。と考えてくださっているようで、その下

見にお越しくださいました。男女混合のグループでしたが、これなら大丈夫そ

うだねとまた春にお越しくださるようです。 

 

※8 日（火）   ピザ焼き体験  2 名様 
 春野からお二人でお越しでした。龍馬パスポーをお持ちで、お二人ともシル

バーでしたよ。 

 

※10 日（木）   ピザ焼き体験 16 名様  
 工科大学の１年生が授業にの一環でお越しくださいました。まずは普通にピザ焼き体

験をされ、そのあと色々と質問がありましたので、私でお答えできる事はさせて頂きました。

少しでも授業のお役に立てたかな？ 

 

※12 日（土）   色々体験 109 名様 
 山田町内の学童クラブの皆さんが遊びに来てくれました。火おこし体験・コ

ケ玉作り体験・新聞ばっぐ作り体験・平山発電所の見学と４つに分かれて色々

な体験をされました。１００名を超えるお客様で初めはどうなる事か不安でし

たが、何とかそれぞれに楽しんで頂けたようで、一安心。それと同時に、もっ

と＜ほっと平山＞で出来る体験メニューを増やさないといけないなぁと思いま

した。 

 

※13 日（日）   ピザ焼き体験 18名様・２名様  
 1件は県立大の学生さんと留学生の方とで交流会としてお越しくださりまし

た。龍河洞にも行かれたようでした。もう１件は工科大に子供さんが通われて

いる親御さんがお越しで九州で先生をされてるそうです。 

 

※20日（日）      ピザ焼き体験  20名様・6名様   
 香南市の小学校の皆さんと、龍馬パスポートでお越しの女性のグループの２

組のピザ焼き体験をしました。 



 

※23 日（水）   ピザ焼き体験  7 名様・4 名様 バブルサッカー体験 

20 名様 
 小さい子供さんとお母さんとのグループと龍馬パスポートでお越しの女性の

グループの２組のピザ焼き体験がありました。体育館では、山田町内の小学校

の学Ｐでお越しのバブルサッカー体験がありました。 

 

※24 日（木）   ピザ焼き体験 18 名様  
 香南市からお越しで、老人クラブの皆さんで、二つに地区からお越しでした。もうすでに

香南市のこういうクラブの皆様は本当に沢山来て頂いており、楽しんで頂いているようで

す。ピザと一緒にご注文があるのが「チラシ寿し」です。 

 

※26 日（土）   ピザ焼き体験 21 名様 
 高知市内からお越しでした。２班に分かれて頂き、ピザ作り。体育館もご利

用で体を動かされていました。 

 

※27 日（日）   お弁当 9 名様 
 木工所でＤＩＹ教室をされていて、そのお昼ご飯に・・・とご注文頂きました。木工所で

は基礎講座をされていましたよ。 

＜施設利用＞  

※5 日・6 日・19 日・23 日・26 日・28日  会議室利用  
 コスプレイヤーのお客様がご利用でした。秋の季節はやはりコスプレイヤー

に皆さんにとって着替えもしやすく暑い時期にはできなかった格好が出来るよ

うで、ご利用が多くなってます。 

 

※11 日（金）   会議室利用  
 市役所の保健方の方が、減塩の講座を開かれていました。平山地区からも参

加がありありがとうございました。今回のお弁当はバリューさんのやつで、減

塩メニューだったようです。 

 

※11 日（金）   コンサート  
 プロのジャズピアニストの山野さんと、ベーシストの納さんというお二人が

お越しくださり、体育館でコンサートを開いてくださりました。いつもとは全

然違う雰囲気に体育館がなって素敵な空間になってましたよ。ジャズに触れる



事なんかなかなかなく、地域からもお越しくださっていてよかったです。 

   ＜12 月の予定＞    

※2日（金） 老人クラブ・みのり会様 忘年会 

※4日（日） 宿泊 1件 バブルサッカー体験 １組 

※5日（月） ピザ焼き体験 3名 

※10日（土） 平山地区 忘年会 

※11日（日）  ピザ焼き体験１件 

※１2日（月）  宿泊１件 バブルサッカー体験１件  

※16日（金） 宿泊２件・ピザ焼き体験１件 

※17日（日）  施設利用 宿泊 2件 

※18日（月）  施設利用 ピザ焼き体験 

※21日（水）  ピザ焼き体験 

※25日（日） バブルサッカー体験２件 

※30日（水） お餅つき！         

 

 

 

 

 

※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 

 申込期限 １２月８日（木） 

 

 

 
 

※12月１１日（日） 香長小学校廃品回収 
平山の子ども達が通っている香長小学校の廃品回収が下記の通り行われます。 

ＰＴＡ活動の費用となっております。ご協力をお願いします。 

 

なお、＜ほっと平山＞では定期的にアルミ缶を小学校へ持って行っております。（お客様

が飲まれた分が結構あるのです）年数回の廃品回収へ置いておくのがかさばるようであ

れば、＜ほっと平山＞へお持ち下されば、合わせて学校へ持っていきますよ 

 １２月１１日（日）  新改北部構造改善センター 

 回収するもの  アルミ缶・一升瓶・段ボール・雑誌など  

＜受付おばさんのつぶやき・・・＞ 

 2016年も残り僅か。産後復帰し、＜ほっと平山通信＞も無事に復活できこうやって

続けれる事嬉しく思っております。来年は＜ほっと平山＞もオープンして１０年を迎えます。

１０年続けてこれているのも、この平山地域の皆さまのお蔭です。いつも支えて、応援して

くださり本当にありがとうございます。地域にとってどうやったら＜ほっと平山＞という所

がある意味を生み出せれるか 日々考えておりますが、まだ答えは出せておれません。こ

れからも利益活動ばかりでなく、平山という地域にとってある意味を見いだせるよう心が

け日々過ごしていきますので、くる年もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

一年間大変お世話になり、誠にありがとうごさいました。 来年もどうぞ宜しくお願いい

たします。 

                           平成２８年１２月 ほ

っと平山スタッフ一同 

 

 

 

＜公民館活動より＞  



 

～「ゆず姫」上映会をやりました～ 

 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、上映会を行いました。所々で平山が映っており、風の窯でのシーンもバッチリあり

ました。撮影時のエピソードなども教えて頂きました。 

 身近な場所が映画になっていて探すのもまた楽しかったです。 

 また他に、これを！！とご希望がありましたら、お声をかけてくださいね。 

 

 

～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。 

 またぺったんぺったん楽しくお餅つきをしたいと思っておりますので、ぜひ見に！？つき

に？丸めに？おいでませんか？？ 

 

 １２月３０日（金）ＡＭ９：００～ 
 
 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(^^) 


