ほっと平山通信

11 月号

10 月 22 日・28 日に高知へやってきた台風では、平山内でもあらゆる所へ被害
をもたらせました。被害に遭われました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
23 日の朝早くから地域の方が道路を掃いてくださったり、倒木を切ってくださ
ったりと皆が通れる様にしてくださってました。お蔭様で、通勤・通学・通園
と滞りなく行く事が出来ました。ありがとうございました。こういう事がさっ
と出来るこの平山という所は本当に素敵な所だなと改めて感じました。

＜10 月の活動報告＞
＜宿泊・食事＞
※1 日（日）
二食付き 4 名様
京都からご家族でお越しのお客様でした。またぜひ高知へ遊びにいらしてく
ださいね。
※7 日（土）
二食付き 2 名様 ・素泊まり 3 名様・4 名様・7 名
様
・朝食付き 4 名様
兵庫県芦屋市、西宮市・大阪府松原市、大阪市・山梨から５組のお客様でし
た。にこ渕へ行かれた方や、お子さんのボートの全国大会の応援や観光などで
高知へお越しでした。
※8 日（日）
素泊まり 4 名様 ・朝食付き 4 名様 ・二食付き ５名様
兵庫県尼崎市、加古川市・大阪市北区からお越しでそれぞれ子どもさんも一
緒のご家族でした。
※11 日（水）

二食付き 1 名様

年に数回お越しくださる愛媛県八幡浜市からお越しの男性。いつも新改駅か
らお越しで、平山地区の色々な所から汽車の写真を撮られに行かれます。まだ
真冬の写真がないそうで、次は冬に・・・とおっしゃっていただきました。
※14 日（土）
素泊まり 4 名様 ・朝食付き 5 名様 ・二食付き 3 名様、2
名様
地元の中学校の同級生同士のみなさんと、大阪府茨木市。和泉市・兵庫県か
らお越しの４組のお客様でした。息子さんが工科大の学生さんで学祭へ参加し
に来られていたり、「高知は食事が美味しい」と年に２回は高知へ来られてい
るご夫婦、「日曜市へ行ってみます」と観光でお越しのご家族でした・
※21 日（土）
二食付き 14 名様
「いなかみライフ」さん主催の移住ツアーの皆様でした。高知へ移住を考え
られてる皆さんでぜひ香美市へおいでてくださいね～とお話しをさせて頂きま
したが、台風２１号が近付いているなかで、帰りの飛行機が飛ぶか心配した事
です。無事に飛び帰られました。
※28 日（土）
素泊まり 10 名様
大学の同級生同士がそれぞれ子供さんを連れてお越しでした。台風でしたが、
子供さん達は元気！大人の皆さんも思い出話に花を咲かせてました。
※28 日（土）
朝食付 2 名様・
東京からお越しのお客様で、帰りに飛行機を愛媛からで取っていらっしゃる
ようで、台風の影響で飛ぶか飛ばないか心配されていました。この辺りは日曜
夕方には台風の影響もなくなってきてましたが、愛媛はどうだったでしょうね。
※31 日（火）
お弁当 9 名様・
香美市内の福祉施設の利用者の皆さんが遠足にお越しくださいました。お弁
当を食べて陶芸作りにも行かれていたようです。

＜体験＞
※8 日（日）
ピザ焼き体験 6 名様
３回目の親子さんとお友達ファミリーでお越しでした。子どさんさん達はし
ょぼん玉に夢中で、大人の方がピザづくり！いっぱい遊んで行かれましたよ。

※8 日（日）
ピザ焼き体験 17 名様
県立大の一年生で、地域学研修として、甫喜ヶ峯へ行かれた後、ピザ作り体
験・木工所で作品作りをされていました。
※11 日（水）
ピザ焼き体験 7 名様
女性ばかりのグループで、お一人愛媛県からお越しだったようです。その方
がご予約をくださってました。通り所わざわざありがとうございました。
※14 日（土）
ピザ焼き体験 2 名様
お二人でお越しで、具も沢山持って来られており、いっぱい乗せて焼かれま
した。さすがに４枚は多かったようで持って帰られましたよ。
※15 日（日）
ピザ焼き体験 13 名様
香美市内から子どもさん達とお越しのお客様でした。デザートピザもという
事でご用意をさせて頂きましたよ。体育館もご利用になり遊んで行かれました。
※27 日（金）
ピザ焼き体験 21 名様
南国市の保育園から親子遠足としてお越しでした。子供さん９名の年長さん
のクラスでしたよ。
※30 日（月）
ピザ焼き体験 20 数名様
香美市内の小学校が学年行事としてお越して、ピザ作り・陶芸と体験してい
かれました。ちょうど、縄文土器や土偶の勉強をされた後という事で、五十嵐
さんにも相談し、なにかそういうものと近い物を作るようにされたようです。
出来上がりが楽しみですね。
※31 日（火）
ピザ焼き体験 23 名様
南国市からお越しの皆さんで、男性も女性の方もいらっしゃり、普段は福祉
センターでお世話をされてる皆さんのようでした。

＜施設利用＞
※9 日（月）・15 日（日） 会議室利用 4 名様
コスプレイヤーのお客様 いつもありがとうございます。

＜11 月 8 日以降の予定＞
※8 日（水） ピザ 2 件・ＢＢＱ1 件
※9 日（木） 宿泊 1 件
※10 日（金） 宿泊 4 件
※11 日（土） 宿泊 4 件
※12 日（日） 宿泊 2 件・ピザ 1 件
※16 日（木） お弁当 1 件
※17 日（金） 宿泊 1 件
※18 日（土） 宿泊 2 件
※19 日（日） 宿泊 1 件・施設利用２件
※22 日（水） ピザ 2 件
※23 日（木） 宿泊 2 件 ピザ１件
※24 日（金） 宿泊 4 件
※25 日（土） 宿泊 5 件 ピザ 1 件
※26 日（日） ピザ 2 件・情報交流館イベントへ出店
※28 日（火） ピザ１件

※平山地区の地図作りをします。

＜ほっと平山＞に毎月沢山のお客様がお越し頂いております。ちょっとした
時間にここ平山地区をご案内が出来るようなものを物を何か作りたいと思い、
いつもお世話になっている「県立大」の学生さん・支援員の坂本さんに相談し、
平山地区の地図作りをする事にしました。
地域の皆さんにお話しを聞きながら、その場所場所でのエピソードや昔話・
言い伝えなど、出来る限りお話しを伺い地図に反映していきたいと思っており
ます。
そこで地域の皆さん またお力を貸してください。
１１月２５日～月に一度２月までで計４回 学生さんと地域に出て情報集め
に回らせて頂こうと思っております。
ぜひぜひ色んなお話を聞かせてください。どうぞ宜しくお願いします。
第１回目は平山で、甫喜ヶ峯までの道や、新旧の発電所付近や氏神様までの
地道など、学生さんと実際歩いてみながらお話しも伺いに行きたいと思ってお
ります。
１１月２５日（土）を予定しております。

※ほっと平山

１０周年記念イベント

１０周年のイベントを・・・・と考え１２月３日を予定しておりましたが、
振興協議会さんとも相談し、４月１日（日）に“さくら祭り”と一緒に盛大に
行っては？とおっしゃっていただきましたので、１２月でなく４月にしたいと
思っております。
ご予定頂いていた方がいらっしゃいましたら本当に申し訳ございません。
また改めてご案内いたしますので、少しお待ちください。

※平山地区忘年会
あっという間にもうこんな時期！？今年も地区で忘年会をしましょうと振興

協議会さんが企画してくださいました。
今年も色々ありましたね。ゆっくりみんなで集まって、楽しい時間をすごし
ませんか？
何かとお忙しい時期ではあると思いますが、ぜひぜひご参加ください。
１２月７日までに＜ほっと平山＞までご参加の方はご連絡をください。
平山地区忘年会 日 時
会 場
会 費
れます）
申込先
締 切

１２月９日（土） ＰＭ５：００～
ほっと平山
１．０００円（他は振興協議会が負担してく
ほっと平山 ５３ー２０７６
１２月７日（木）まで

※チェーンソー・薪

ありがとうござ

います。
「そろそろ買わないといけないなぁ」と思っていたもの それは「チェーン
ソー」
ピザ焼き体験の増加で薪が追い付いておりません。また丸太は頂いてあるの
に、チェーンソーがなく放置になっており、購入を考えておりました。（何カ
月も）それを先日使ってないのがあるからと、地域の方に頂いたのです。有難
い！！！！これで沢山の薪を作る事ができます。また別の方からは、薪をもう
使わないから。。。と沢山いただきました。本当にありがたいです。さっそく
石窯を温めるにの使わせて頂いてます。
沢山のお客様は来てくださる“ピザ焼き体験”けっこう薪を使うのです。こ
うやって声をかけてくださる事 本当に嬉しいです。ありがとうございました。
大事に使わせていただきます。

＜受付おばさんのつぶやき・・・＞

“自然”という力にはどうする事もできない・・・・台風 21 号が過ぎて行
った朝 雨戸をあけて愕然としました。倉庫の屋根が飛ばされていたり、壁が
倒れていたり、全壊の倉庫もありました。新改地区ではビニールハウスのビニ
ールが電柱に引っかかっていたり、瓦が落ちていたり・・・・。凄い力でした
ね。それでも冒頭にも書きましたが、早朝から道路を整備してくださっていた
地域の方。本当にありがたかったです。支援員の坂本さんも、ほっと平山施設

長の門田も、道具をさっと持ち、地域の見回り、声かけ等へすぐに動いてまし
た。私達女性陣もハゼのかけなおしや、道路の整備等お手伝いにいきました。
いつもお世話になりっぱなしの＜ほっと平山＞幸い若い手がおりますので、少
しでも助けになれば・・・との思いでしたが、地域を回ると本当にあちこちで
大変な事になってました。
私達に出来る事は本当に少しですが、支援員の坂本さんも居てくださってます。
人手が要る時には声をかけてくださいね。

＜公民館活動＞
生憎のお天気となりましたが、10 月 15 日には、無事に「びんび釣り」大会を
行う事ができました。
お天気の関係で当日キャンセルもありましたが、それでも楽しく開催できまし
た。
開催するにあたり、沢山お手伝いいただきありがとうございました。
まだ＜ほっと平山＞プールにてお魚は泳いでますので、釣りたい方はどうぞチ
ャレンジしてみてください(^^)/

11 月は予定がありません。何かリクエストがありましたら、ぜひお声をかけて
ください。

