ほっと平山通信

8 月号

暑い暑い～まっこと毎日暑い日が続きますね。皆さんいかがお過ごしでしょう
か？連日テレビ等で流れていますが、室内に居ても熱中症になる事がるそうで
すので、水分をしっかり取って、冷房も使って 上手にこの猛暑を乗り切って
くださいね。

＜7 月の活動報告＞
＜宿泊・食事＞
※1 日（土）
二食付き 2 名様
香美市でもふるさと納税をしており、＜ほっと平山＞も登録しておりますが、その宿泊
券のご利用でした。香川県からお越しご夫婦でしたよ。
※2 日（日）
一泊朝食付き 4 名様
山梨県からお越しくだってました。
※8 日（土）
素泊まり 6 名様
毎年この時期に南国市からお越しくださる、70 代の同級生の皆さんです。メンバーの
中に少し体調を崩されてるようにもお聞きした方がいらっしゃり心配もしましたが、変わら
ずの笑顔でお越しくださり、ほっとしました。また来年もいつもの皆さんでぜひゆっくりしに
おいでてくださいね。お待ちしております。
※9 日（日）
一泊二食付き 3 名様
兵庫県からお越しくださってました。
※11 日（火）

一泊朝食付き 2 名様

当日のご予約でお伺いすると、今朝思い立って東京から二ｔトラックで山田
のお友達に会いに来られたそうです。そのお友達の方が＜ほっと平山＞をご紹
介くださったそうです。翌日は早くに、足摺岬へ向かわれました。
※15 日（土）
素泊まり 3 名様
京都からご家族でお越しでした。「食事が美味しいと聞いているので、食べ
たかったが、今回はホエールウォッチングへ行くので早朝に出るので食べられ
なくて、残念です」と声をかけて下さいました。
※15 日（土）
素泊まり 21 名様
昨年もお越し下さっていた数家族で、また今年もお越し下さりました。ＢＢ
Ｑ・流しそうめん・ピザ作りと色々と体験してくださりましたよ。
※16 日（日）
一泊二食付き 13 名様
昨年もお越しくださっていたご家族で、その時にとっても楽しかったからと、お友達家族
も誘って 3 家族でお越しでした。川遊びや、ピザ作りもしてくださりました。
※16 日（日）
素泊まり 4 名様・二食付き３名様・3 名様
高知市内からお越しの素泊まりのお客様。岡山県からお越しのお客様は、龍
馬パスポートをお持ちで、ピザ作り体験もされましたよ。兵庫県からお越しの
ふるさと納税での宿泊券のご利用もありました。
※20 日（木）
一泊朝食付き １名様
兵庫県からでバイクでお越しでした。仁淀ブルーを見に行かれていたようです。
※21 日（金）
一泊二食付き ２名様・3 名様
滋賀県からお越しのご家族と、大阪からお越しのご夫婦でした。滋賀県から
お越しくださった方は、ピザ作りもされ体育館でも遊んでいかれました。
※22 日（土）
素泊まり 47 名様
今年もお越し下さりました、よさこいチームの「ミヤタ塾」さん。大勢でお
越しで体育館でみっちり練習されてましたよ。もうすぐ本番。暑いと思います
が、体調に気をつけて頑張ってくださいね。
※24 日（月）
一泊二食付き 5 名様・4 名様・4 名様
神奈川県・熊本県・兵庫県からと全国色んな所からお越しで、それぞれご家族でした。
四万十や、アンパンマンミュージアムへ向かわれました。
※24 日（月）
二泊４食付き 4 名様
大阪からお越しのご家族で、子どもさんに卵アレルギーがあるという事で、少しこちらも
緊張しましたが、卵抜きの食事を用意させてもらい、大変喜んで頂きました。二泊され、
途中には、ピザ作り体験や西ノ谷へ棚田を見学に行かれたりされてましたよ。

※29 日（土）
一泊朝食付き 1 名様・21 名様 素泊まり ６名様
高知市内から何家族ものでお越しのグループと兵庫県からお越しの母子と、コスプレ
でいつもご利用くださるグループの３組がお泊りくださいました。どのお客様も夜は花火
をされ楽しまれていましたよ。
※30 日（日）
素泊まり 8 名様
神戸からお越しで、山田出身の方が、子どもさん達を募集して６人の子ども
さんを連れて来て下さいました。引率の先生はお二人でしたよ。土佐弁がとて
も懐かしいそうで、色々とお話しさせて頂きました。

＜体験＞
※1 日（土）
ピザ作り・バイキング昼食 24 名様
高知市内の手話サークルの方が、ご家族も一緒にお越しくださいました。ピザ作りも
みんなでして、私の言葉を手話で通訳してくださり、皆さん上手に作られていましたよ。昼
食にと、バイキングもご注文頂きましたので、作らせて頂きました。
※5 日（水）
ピザ焼き体験 ４名様
龍馬パスポート
※8 日（土）
ピザ焼き体験 3 名様
もう卒業されて３年程経ったでしょうか。元県立大の清原ゼミの学生さんが
お姉さん達とお越しくださりました。体育館でバドミントンなどで汗を流され、
その後ピザ作りでした。久しぶりに会えて嬉しかったです。
※15 日（土）
流しそうめん 23 名様
土佐山田町内の小学校の２年生の学ｐでお越しくださりました。とっても日
差しの厳しい暑い日でしたが、子どもさん達は親水公園で虫取りもされとって
も元気！流しそうめんも楽しんで頂けたようですし、飛んできた「タマムシ」
に大興奮！！さっそく捕まえて、持って帰られました。
※15 日（金）
ピザ焼き体験 7 名様
女性７名のグループで、ピザ作りをされ、マシュマロも焼かれてました。帰
りには三枚口にも行かれ、水遊びもされていかれましたよ。
※17 日（月）
ピザ焼き体験 20 名様
ここ数カ月で何度もお越しくださってる皆さんで、ピザ作りとＢＢＱをされ
ました。体育館でも子供さん達が遊ばれてましたよ。

※21 日（金）
流しそうめん ３６名様
昨年もお越しくださった高知市内の保育園のみなさんでした。体育館でめい
っぱい遊んで、お昼に流しそうめん。午後は歩いて三枚口まで行き川遊びをさ
れてました。年長さん３０名 いっぱい歩いて良く頑張りました。
※26 日（水）
流しそうめん＆ピザ焼き体験 35 名様
ＪＡ土佐市さんの企画で、小学生の子どもさん達とお越しくださいました。
陶芸をされ、ピザ作り体験・流しそうめんと体験されましたよ。
※27 日（土）
ピザ焼き体験 3 名様
若い女性の方３名様がお越しでした。お一人様は妊婦さん。３名で４枚と多
いかな？と気にされてましたが、ペロっと大丈夫そうでした。

＜施設利用＞
※9 日（日） 会議室利用・昼食６名
今月も「絵本セラピー」でお越しくださりました。今回は一日コースで、午前中は講師
の方がお越しで「笑いヨガ」というのをされた様です。午後に絵本の読み聞かせなどをさ
れていました。「笑いヨガ」興味あります(笑)
※17 日（月） 1 件
18 日（火）1 件
コスプレイヤーのお嬢さん達。館内や、外 親水公園などいろんな所で撮影されてまし
た。
※31 日（月）
会議室利用
香美市の教員の方が穂岐山疎水の勉強に・・とお越しくださいました。

＜8 月の予定＞
※1 日（火） 宿泊 1 件
※2 日（水） 宿泊２件
※3 日（木） 宿泊３件 ピザ１件
※4 日（金） 宿泊 3 件

※5 日（土） 宿泊４件
※6 日（日） 宿泊 2 件
※7 日（月） 宿泊 3１件
※8 日（火） 宿泊 2 件
※9 日（水） 宿泊 5 件 ピザ 1 件
※10（木） 宿泊 5 件 ピザ 1 件
※11（金） 宿泊 4 件
※12（土） 宿泊 3 件 流しそうめん
※13（日） 宿泊 5 件 ピザ 2 件
※1４（月） 宿泊 4 件 ピザ 1 件
※15（火） 宿泊 4 件 ピザ 5 件
※17（木） 宿泊 1 件
以後ほぼ連日宿泊のご予約を頂いてます(^^)

※夏祭り

８月１９日（土）です。

今年もお祭りの時期になりました。今年は１９日です。
食べるものもなるべく多く用意する予定です。ぜひほっと平山へお越し頂いて、一緒に
運動場から花火を見ましょう(^_-)-☆
昨年と同じ様に打ち上げ花火の時間 20：30～20：50 の間
止めになりますので、ご協力どうぞ宜しくお願いします。

一部通行

※ふらっと中町でこども食堂
土佐山田町西本町にある、「ふらっと中町」そちらで、８月限定で数回子ども食堂を開
催されるそうです。
子どもさんに楽しい食事の時間を提供する事を目標に準備をされてるそうですが、沢
山の子ども達に食事を提供できるように食材を求められています。特に、お米が必要な
様です。
また、同時にボランティアでお手伝い頂ける方も探されているそうです。
ご興味や、寄付しても構わないよ～という方がいらっしゃいましたら、ご連絡をください。
皆様の温かいご支援・ご協力をお願いします。

＜受付おばさんのつぶやき・・・＞

６月頃からインターネットサイトでの宿泊のご予約を拡大しました。専門的に扱っている
会社さんにお願いをして始めたのですが、全国色々な所の方に見て頂く機会がぐっと増え、
県外からのお客様がいっきに増えました。団体のお客様より、ご家族単位でのご予約が
増えてます。この夏も沢山「初めまして」があるのですが、これが、また来年「おかえり」と
言えるよう、「また来たい！！」と思って頂けるよう、日々頑張っていきたいと思います。

＜夏祭り実行委員会より＞
下記の通り、今年も夏祭りを開催いたします。今年も青年団が中心になり準備を進め
ております。
地域へも打上げ花火への寄付を回らせて頂いております。決して強要・強制するもの
ではありません。皆様のお気持ちで構いません。ご協力頂けるようでしたら、お願いします。
また、今年は昨年打ち上げた場所から一段下がった 四国電力さんの土地をお借り
して打ち上げる予定です。今年は花火を上げる時間だけ通行止めとさせて頂きます。ご
不便をお掛けしますが、どうぞご理解・ご協力宜しくお願いします。

８月１９日（土） ＰＭ５：００～夜店（食べ物・飲み物・おもちゃ屋さん等々）
８：３０～打ち上げ花火（雨天時は翌日 20 日に延期）
時間未定ですが、豆電球さんもお越しくださり、歌ってくださる予定です。
アルコールの販売もありますが、くれぐれも飲酒運転にならないようにお願いしま
す！！！
※通行止めがあります。ご注意ください・またそれに伴い、警察署・消防署にも出動をお
願いしてます。

