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雨が続いておりますね。晩はむせたり、でも早朝は肌寒かったりと、気温もまちまちですが、

体調崩されたりされてませんか？？まだ少しこのジメジメも続きそうですが、どうかお身体

大切に・・・。さぁいよいよ７月に突入！！夏休みが始めるとこの＜ほっと平山＞の怒涛の

日々も始まります。私達スタッフも夏バテなどしないよう、気を付けて過ごしていきたいと

思ってます。 

＜６月の活動報告＞  
＜宿泊・食事＞  

※1 日          夕食付き ３名様  
 「ホタルって飛んでますか？？」とご連絡をくださり、丁度今飛んでますよ。

とお伝えすると、「では今日伺ってもよいですか？？」とご予約を頂きました。

お仕事のお忙しいなかわざわざ平山までお越し下さいまた。数年前の凄く飛ん

でいた時にも見に来て下さった事のあるお客様でがっかりされるかなぁと心配

でしたが、それでも喜んで頂けたようです。 

 

※4 日（土）       一泊二食付き 5 名様 
 毎年の様にお越しくださってるお客様で、ご家族で岡山からお越し下さいました。去年

お越し下さった時に「実はお腹に赤ちゃんが・・・」とおっしゃられていて、今回は一人増え５

名で(^^♪可愛い赤ちゃんですし、お兄ちゃん・お姉ちゃんの成長も見えとっても嬉しかっ

たです。帰り際には「帰りたくない・・・」とお姉ちゃん。涙が・・・。「また来てねまた会おうね」

と約束しお見送りをした事です。 

 

※11 日（土）      一泊二食付き 7 名様     
 昨年もお越しくださっていたお客様で小学生の子供さんと一緒でした。今年も楽しそう

なお声が２階に響き渡っていましたよ。＜ほっと平山＞ならではの楽しみ方をして頂けたと

思います(^^) 



 

※25日（土）           素泊まり 8名様 
 どこか企業さんの研修かな？？と思っていたら、いつもお世話になってる郵

便局の皆さまでした。この地域の配達の方もいらっしゃるようでしたよ。会議

室で勉強会をされ、体育館でもしっかり体を動かされて、夜はＢＢＱ。いろん

な支店の方がおいでたようで交流会をされていました。 

 

※25 日（土）       一泊朝食付き 6 名様 
 高知市内から２家族でお越し下さいました。夕方ピザ焼き体験をされ、夕食

はＢＢＱ。子どもさんの楽しそうなお声が聞こえておりました。 

 

※28 日（火）        一泊二食付き 2名様  
 男性２名で来られていて、お話を聞いてみると、佐岡の情報交流館で林業のお勉強を

されてるそうで、また情報交流館へと出発されました。四万十市からお越しでした。これ

から林業に携われるそうです。 

 

＜体験＞   

※４（土）     ピザ焼き体験 42 名様 
 大豊町の小学校の学年行事でお越し下さりました。ピザ焼き体験して、体育

館でレクをして過ごして頂きましたよ。事前に体育館に平均台やマットを準備

され、お土産釣りなど子供さんが喜んで挑戦されてました。 

 

※4 日（土）     流しそうめん・ピザ焼き体験 ２０名様  
 宿泊などで良くお越し下さるピアノの先生をされてるお客様が、生徒さん達とお越し下

さいました。「ホタルを見た事のない子が居るから見せてあげたくて・・・」と。午後から体育

館で夕方までミニ発表会をされて、ピザ焼き体験・流しそうめんで早めの夕食をとって頂

いて、蛍観賞に出られました。初めてのホタルどうだったのでしょうか。生憎のお天気で気

温も低かったのでどうだったのかな～。 

 

※5 日（日）      ピザ焼き体験  25 名様 
 職場のレクリエーションかな？同じお仕事場の皆さんがご家族も一緒にお越

し下さいました。まず、＜ほっと平山＞でピザ焼き体験を行い、１８枚焼いて

下さいました。その後は、＜風の窯＞で手びねりや絵付け、電動ろくろの体験

もされ、作品を作っていかれたようですよ。 

 

※5 日（日）      流しそうめん 41名様  

 高知市内のバドミントンのクラブの皆さんでした。大人の方から小学生まで、

幼児の方もいたのかな？？体育館でしっかり練習をされて昼食に流しそうめん



の体験をして頂きました。子供さんもですが、大人の方も喜んでくださり、私

達も嬉しかったです。またお天気が何とかもってくれ、無事にできました。  

 

※6日（月）          バブルサッカー・宴会   
 平山地区出身の私たちの先輩が、「隆稔に会いにいくぞ～」とお越し下さい

ました。子供さん達も一緒にお越しくださり、バブルサッカーを体験して頂き

ました。その後は宴会♪楽しいお話しをありがとうございました。とっても元

気が出ましたよ！！！  

 

※8 日（水）      ピザ焼き体験  6 名様 
 ７月に宿泊とピザ焼き体験のご予約をしてくださってる方が、「事前に一度

しておきたい」とスタッフさんとお越し下さいました。 

 

※11 日（土）      ピザ焼き体験  2 名様  
 なんと京都から！！！！龍馬パスポートをお持ちで、２泊して色んな施設を回られる

予定だそうです。＜ほっと平山＞の後は龍河洞の探検コースへ行かれ、次の日には伊野

で紙漉き体験などをされるとおっしゃられていましたよ。 

 

※12 日（日）      ピザ焼き体験  2 名様 

 こちらのお客様は香川県から！！やはり龍馬パスポートをお持ちで、お一人

の方はゴールド。もうおひと方は殿堂入りをされてるそうです！！ 

 

※12 日（日）      バブルサッカー体験  4 名様 
 ご家族でバブルサッカーの体験にお越し下さいました。テレビを見てくださ

ったようでしたが、大人の方はバテバテ・・・・子どもさん達は最後まで元気

に転がり回っておられました。 

 

※13 日（月）      ピザ焼き体験  ２名様 
 こちらのお客様も龍馬パスポート！！！高知市内からのお越しでしたが、こちらの方

も殿堂入りをされているそうです。本当に沢山の方がお持ちの龍馬パスポート。＜ほっと

平山＞も参加させて頂いて良かったです。 

 

※13 日（月）      ピザ焼き体験・バブルサッカー 5 名様 
 お肉屋さんの門田の後輩がお友達と遊びに来てくれました。さすがはお肉屋さん！！

ＢＢＱもされてて、少し頂いたのですがまぁお肉の美味しかった事！！(笑)ピザ焼き体験

もして、バブルサッカーもして一日楽しんで頂きました。 

 

※18 日（土）      ピザ焼き体験  3 名様  
 ３名様でお越しだったのですが、その中に名古屋からのお客様が！！なんとまた龍馬

パスポートをお持ちで、一通り高知の観光各所を回られた名古屋の方が高知の方を

色々と案内されてるそうです！！すごい龍馬パスポート！！おもてなし勤王党の岡田

以蔵さんのファンともいわれてました。 



 

※19 日（日）      田植え体験・コケ玉教室  47 名様  
 今年は東川に田んぼをお借りして午前中に田植え体験、午後には香北町から講師の

先生をお招きしてコケ玉教室を開催いたしました。当日は生憎のお天気でキャンセルもあ

ったのですが、それでもぞれぞれに２０数名の参加がありました。浜田さんに教えて頂き

ながら、いつもよりかは真っすぐに植わったかな？？ 

 コケ玉教室も思いのほか簡単にでき、また材料探しとしてクルッと＜ほっと

平山＞周辺を散策したのですが、先生に色んな事を教わりながら回れ、地域の

足元にある生き物を十分に堪能しました。平山の子供さんの参加もあり、また

一つ地域の魅力に触れてもらえたんじゃないかな？と思いました。 

 

※22 日（水）      ピザ焼き体験  8 名様 
 ＪＡさんが高知市内の地域の方とお越し下さいました。先に＜風の窯＞で陶

芸をされてからピザ焼き体験をして頂きました。食後には２階にもあがってい

ただき、施設の説明をさせて頂きました。 

 

 

 

 

※25 日（土）      流しそうめん 51 名様 
 もう何年目となるのでしょうか。毎年お越しくださる香美市の小学校からお

越し下さいました。今年は 51名様。雨がちょうど振り出し、テントの下での

お素麺となりましたが、それでも楽しんで頂けたようで、また来年も・・・と

言って頂きましたよ。 

 

※25 日（土）      ピザ焼き体験 1 名様 
 まぁ今月はどうした事でしょう！？またまた龍馬パスポートのお客様！！！

高知へはお仕事で長期出張で来られているそうで、大阪の方でした。 

 

＜その他＞ 

※4 日(土）    会議室利用  
 25日に宿泊でお越しのお客様が、事前打ち合わせに・・・と会議室で集計と

かをされておりました。 

※12日(日）      会議室利用 1件 一室利用 1件 

※25日(土）      会議室利用 １件 



 良くご利用くださるコスプレイヤーのお客様です。 

   ＜7 月の予定＞   

※3日（日）    婚活イベント         

※4日(月）    素泊まり ６名様 
※5日(火)    一泊二食付き 19名様  

※6日(水)    会議室利用  

※9日(土)    お誕生日会・宿泊２件  

※10日(日)   バブルサッカー１件  

※11日（月）    ピザ焼き体験   

※15日（金）    宿泊・ピザ焼き体験   

※16日（土）    宿泊１件      

※17日(日）    宿泊１件・ピザ焼き体験１件  
※18日(月)    ピザ焼き体験１件  

※9日(土)    お誕生日会・宿泊２件  

※22日(金)    バブルサッカー・ピザ焼き体験  

※23日（土）    宿泊   

※24日（日）    宿泊   

※25日（月）     バブル・ピザ焼き体験      

※28日～31日   ３泊１件１ 

※30日(土)    宿泊・ピザ１件  

※31日(日)    会議室利用  

 

 

 
※８月１３日（土） 平山夏祭り 開催決定！！ 

  今年も夏祭りを開催いたします！！！打ち上げ花火も上げれるよう地域

の若い衆が準備を進めておりますので、ぜひご理解・ご協力をお願い致します。 

 

 日 時  8月 13日（土） 17：00頃～ 

             

色々と詳しい事を決め、次号に掲載いたします。 



 

！  

 

※各地区氏神様の神祭の日程 

 東 川・・・・・・７月１８日（祝・月） 

 平 山・・・・・・７月１８日（祝・月） 両地区ともに時間は当家さんからご連絡

があると思います。 
 

 

※散髪サービスを実施 

 先月・先々月号でもご案内を致しましたが、＜ほっと平山＞まで、理美容師さんが来て

カット等してくださるとおっしゃってくださってます。６月には３名の方がカットをしてもらいま

した。「山田まで出ていくのが大変」「時間がないきよう行かん」など、色々な事情でカット

などしによう行かんなってませんか？？ 

 ご希望があればご自宅までも行ってくださるそうです。 

 料金は下記の通りです。ご希望やご質問がありましたら＜ほっと平山＞までご連絡く

ださい。 

 

カット    1500円 

カット・髭剃り 2000円 

ほっと平山 53-2076 

     

＜受付おばさんのつぶやき・・・＞ 

 ６月１９日には、東川の田んぼで手植え体験を行いました。生憎のお天気となりました

が、それでも２０数名の参加がありました。１時間３０分ほどで無事に終わり只今しっかりと

育っております。田植えに際しまして持ち主の浜田さんをはじめ、沢山の地域の方にご協

力頂き、本当にありがとうございました。収穫までしっかり見守っていきたいと思ってます。 

 また、ほっと平山の上の畑もお借りして、地域の方に頂いた沢山のおナスを植えてみま

した。今の所こちらも順調に大きくなってくれてるようです。おナスができたら、収穫体験し

てピザのトッピングに・・・・なんてそんな事も出来るかなぁと考えてます。なかなか草との闘

いになると思いますが、こちらも大事に育てていきたいと思ってます。 

 いろんな事に挑戦している今年度。来年度には１０周年になりますので、こちらも何かイ

ベントを考えていきたいと思ってます。 



＜公民館活動＞  

 6月 16日に、審議員さんや各地区の総代さんなどに声をかけさせて頂き、今年度の

一回目となる運営審議会を開催いたしました。今年度の活動の計画や、夏祭りの事・敬

老会の事などを話し合いました。 

 その中で上記にもあるように、夏祭りを今年も開催する事とし、今まで通り打ち上げ花

火も上げれるよう準備をしようという事になりました。 

 まだ、正式にどこから花火を上げるかという所も決まってない段階ではありますが、せっ

かく復活した花火をこれからも続けていきたいし、平山の子ども達にもふるさとで上がる

花火を見せてあげたいと思っておりますので、どうぞご理解・ご協力よろしくお願い致しま

す。 

 また、これからの公民館の事業として、何かしてみたい事・観たい事・聞きたい事 なん

でも構いません。ご意見を頂けましたら、一生懸命考えますので、ぜひ声をかけてくださ

い。 

 どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 


