ほっと平山通信

9 月号

毎日毎日雨も降らず暑い暑いと過ごしていた８月ですが、夏祭りが終わると同
時にいっきに秋の様になりましたね。急に朝晩が涼しくなり、夏の疲れもあり
体調を崩しやすい頃です。どうか皆様 お体にはお気をつけて、また敬老会や
１０月の運動会には元気にご参加くださいね☆

＜8 月の活動報告＞
＜宿泊・食事＞
※1 日（月）
一泊朝食付き 9 名様
息子さん達ご家族と一緒にお越し下さいました。川へ行ったり、ＢＢＱされ
たり、花火もされ、お昼過ぎ頃まで平山を満喫して頂けたのではと思います。
※5～７日
食事つき 合計７名様
書道の合宿でご利用下さりました。真夏という事で今回は少な目の参加だったようで
すが、体育館で大作を綴られてましたよ。
※6 日（土）
素泊まり 13 名様
一昨年もお越しくださっていたお客様で、３家族くらいのお友達同士でお越しください
ました。流しそうめん・ＢＢＱ・川遊びにと思いっきり遊ばれて、廊下では「だるまさんが転ん
だ」もされてましたよ。一昨年よりも子供さんもみんな大きく逞しくなられてました。
※7 日（日）
一泊朝食付き ３名様
神奈川からお越しのご家族で、お母さんと小学生の男の子２人でした。アウトドアにも慣
れていらっしゃるようでテキパキと夕食の準備をされてましたよ。
※10 日（水）
素泊まり ３名様
東京からご家族でお越しくださったお客様で、伺うと四国内の廃校利用の宿
泊施設に色々と泊まられているそうで、高知でよさこい見物・徳島で阿波踊

り・ラフティングもされるとおっしゃられていましたよ。
※10 日（水）
一泊２食付き ４名様
東京都からお越しのご家族で、よさこいを見にいらっしゃったようです。７
カ月の赤ちゃんもご一緒でした。
※10 日（水）
一泊朝付き ３名様
工科大へ息子さんが行かれているご家族で静岡からお越しくださりました。
夕食は工科大生の息子さんもご一緒に山田の「あかしや」さんへ。久しぶりの
ご家族の時間を過ごされたようです。やはりよさこいを見にいかれました。
※11 日（木）
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京都からだったのですが、徳島の池田
にご実家があり、いつもこの時期にはお帰りになられるそうです。少し池田か
らとなると距離がありますが、一階にベットのお部屋があり、バリアフリーに
なってる所が気に入って頂けたようです。
※11 日（木）
一泊二食付き 6 名様・６名様・８名様
名古屋・徳島・高知市内からのお客様で、それぞれご家族とご一緒にお越し
くださいました。
※12 日（金）
一泊二食付き 4 名様・5 名様 朝食付き ４名様
福岡県・大阪府からお越しのお客様と、昨年もお越しくださっている大阪か
らのお客様でした。お客様同士交流があったようで、子どもさん達はすっかり
仲良くなられていたのがとても素敵でした。
※12 日（金）
一泊二食付き 5 名様
ピザ焼き体験もしてくださったお客様で、小さい子供さんも一緒でした。
※13 日（土）
一泊夕食付き 3 名様
高知市内から同級生のお友達女性の３名様がお越しくださいました。早めの
ご到着でピザ焼き体験をされアルコールも♪少しゆっくりされてから三枚口へ
も泳ぎに行かれてました。途中道を間違えられたそうですが、「親切な地元の
方が教えて下さった！！」と喜ばれていましたよ。
※13 日（土）
素泊まり 19 名様
小学２年生の親子さんで、保育園の時からのお友達家族の集まりでした。幹
事の方が色々としっかり決めて準備をしてくださっていたので、こちらもとっ
ても助かりました。ピザ焼き体験に川遊び・ＢＢＱなどされてましたし、出発
後は野市にあるアクトランドさんへ行かれたようです。
※14 日（日）

素泊まり 4 名様・11 名様 二食付き７名様

朝食付き

7 名様
大阪や神戸からのお客様と、地元香美市からのお客様でした。香美市のお客様は木
工所での制作や、ピザ焼き体験などをして頂き、近くでもわざわざ泊まりにお越しくださり
嬉しかったです。
※18 日（木）
素泊まり 5 名様
四国を一周されてるそうで、廃校の施設に色々と泊まられているようでした。
「とっても綺麗で過ごしやすかった」とお褒め頂きましたよ。
※18～20 日
食事つき 宿泊 1 名様
自然エネルギーの調査に・・・とお越しくださってました。グランウドで機
械を組み立てて紫外線量などの計測をされていました。
※20 日（土）
一泊朝食付き 10 名様・素泊まり ９名様
ここ数年毎年、バレーの合宿でお越しくださるチームと、お友達家族同士のグループで
した。東川のしんぺい君のお友達で一緒にお越しでしたよ。ありがとう。
※25 日（木）
素泊まり 23 名様
青少年センターの方が一泊の企画を考えてくださり、小学１・２年生の応募
をかけてくださり、お越しくださいました。甫喜ケ峰へ行かれたり、三枚口で
生き物調査などをされたようです。
※27 日（土）
素泊まり 10 名様・8 名様 朝食付き 20 名様
お友達同士のグループの 3 組様でした。皆さん夕食にはＢＢＱをされ、運動
場ではキャンプファイヤーみたいな事もされてましたよ。
※28 日（日）
一泊朝食付き 11 名様
以前にもお越し頂いた事のあるお客様で、奥様の慰労キャンプなんだとおっしゃられて
ました。ごはんの準備等はすべて旦那様がされてました。また、夏祭りの日でしたので、石
窯の所から花火も見られていて、とても喜んでくださってました。
※29 日（月）
一泊朝付き 13 名様
空手のお稽古の皆様で、体育館でしっかり練習されてました。小学生の子どもさん達
でしたが、ご挨拶もちゃんとしてくださりましたよ。
※29 日（月）
素泊まり ５名様
先月もお越しくださっていた門田の同級生とその会社の方。今回は、土佐巻を作る体
験をご希望でしたので、やりました。「美味しい！！」と喜んで頂きました。

＜体験＞
※2（火）
ピザ焼き体験 8 名様
７月に宿泊してくださっていた方が息子さんご家族と一緒にピザ焼き体験へ
お越しくださいました。ピザ以外にもおかずのご注文も頂いており、小さい子
供さんもいらっしゃったのですが、色々と食べていただけたようです。また今
月にもご予約を頂いており、今度は娘さんご家族とお越しくださるようです。
※11 日（木）
流しそうめん 84 名様
香長小学校の学童クラブの皆さんがお越しくださりました。午前中はキャンドル作りの
ワークショップ・お昼は流しそうめん・ピザのご注文があり、食事のあとは、三枚口へ泳ぎ
に行かれました。８０名超えと大人数のご予約でお天気を心配してましたが良いお天気
でしたし、川遊びまで楽しんで頂けたようで、良かったです。

※13 日（土）
ピザ焼き体験 6 名様・4 名
松山市からお越しのお客様と、高知市内からお越しのお客様でした。
※20 日（土）
流しそうめん・ピザ焼き体験 20 名様
ＪＡ南国さんが「あぐりスクール」という企画の中で＜ほっと平山＞をご利
用くださいました。ピザ作りと流しそうめんを体験して頂きました。お世話役
の方が東川出身の方でビックリしました。ご利用ありがとうございました。
※25 日（木）
ピザ焼き体験
4 名様
高知市内からお越しで、リョウマパスポートをお持ちのお客様でした。
※28 日（日）
流しそうめん
59 名様
香美市内の小学校の学年行事で平山へお越し下さいました。午前中は、平山発電所
の見学へ！！３年生の学年でしたが、子どもさんより保護者の皆さんの方が興味を持っ
て聞いて下さったようです。また水不足の為この日は発電してなかったそうです。
※30 日（火）
ピザ焼き体験 ２名様
以前にもお越し頂いた事のあるお客様で、お友達と一緒にお越しくださいま
した。ピザ焼き後は周辺のお散歩へ。少し迷われたそうですが、無事に＜ほっ
と平山＞まで帰ってこられました。

＜施設利用＞

※27 日（土）
ＢＢＱコンロ
体育館で 3 時間ほどバドミントンの練習をしっかりされてから、運動場でＢ
ＢＱ。少し体育館のコンディションが悪くご迷惑をお掛けしてしまったのです
が、それでもケガもなく練習をされてました。以前にもお越し頂いていたお客
様でした。

＜9 月の予定＞
※2 日（金）二泊 一泊朝食付き 2 名様
※3 日（土） 宿泊 ２件
※4 日（日） 一泊二食付き 3 名様・ピザ焼き体験 25 名
※10 日（土） 宿泊 ２件
※11 日（日
ピザ焼き体験２件・バブルサッカー１件
※１5 日（木）
バブルサッカー・ＢＢＱ
※17 日（土） 宿泊２件・ピザ焼き体験１件
※20～22 日 宿泊 16 名様 県立大学様
※23 日（金） 宿泊２件・ピザ焼き体験
※24 日（土） 宿泊
※30 日（金） 有用植物の散策イベント

※満月ウォーキング
昨年は出来なかった満月ウォーキング 今年は開催予定です！！！
運動会と日が近いので悩んだのですが、１１月は寒い・・とのお声もありますので、１０月
に・・・・。
また詳しくは来月号でお知らせいたします。

予定日 １０月１４日（金）

※平山地区大運動会
夏祭りに続き、平山青年団のみんなが準備を始めてくれております。
ぜひぜひみんなで集まり楽しい一日を過ごしましょう！！！

運動会日

１０月１６日（日）

＜受付おばさんのつぶやき・・・＞
一年間で一番忙しい８月。９月になり少し落ち着いたので振り返ってみましたが、あまり
記憶がない・・・(笑)夏祭りの準備と一緒になり、バタバタとしましたが、無事に乗り越えれ
一安心している受付おばちゃんです。
ＢＢＱや三枚口・どんどんなどでの川遊び・花火などをされるお客様が多かったのか
な？？中でも川遊びは大変喜んで頂いてます。
さて、今年の夏祭りには来て頂けたでしょうか？？雨が降るのか降らないのか、本当に
ヤキモキしましたが、何とか当日に花火まで出来、良かった～また、地域に若者が集まり
作り上げてくれましたね。嬉しく頼もしいです。さぁ次は運動会！！！！１０月１６日です
よ！！！！また一緒に楽しみましょうね(^^)

＜公民館活動より＞
あまり活動が出来ていなかった公民館ですが、色々と予定を下記の通り立て始めまし
た！！
まずは１６日の敬老会のお手伝いから！！１１日には館内外の掃除を行います。おかまい
ない方はお手伝い頂けませんか？？
また１１月には、平山で撮影が行われていた「ゆず姫」の映画上映を企画しております。時
間等決まりましたらまたお知らせしますので、ぜひおいでてくださいね。
９月１１日（日） ＡＭ9：00～公民館内外の掃除
16 日 敬老会
３０日（金） 有用植物の散策

１０月１４日（金） 満月ウォーキング
１６日（日） 平山地区運動会
１１月 ゆず姫の上映会

～山野草散策～
大学の先生をお招きして、平山地区を散策しながら山野草について色々教えて下さいま
す。食べれる物は採取し、簡単ではありますが、調理して食べて頂く予定です。日程は下
記の通りです。
日
時
集合場所
費
用
申込先
定
員

９月３０日（金）ＡＭ１０：３０～
新改北部構造改善センター
500 円
５３－２０７６
１５名（先着順）

※散策しますので、歩きやすい恰好でお越しください。

