
ほっと平山通信 ９月号

 
あんなに暑かったのがウソの様！？朝晩は急に寒いようになりましたね。また

残暑が戻ってはくる様ですが、秋が近付いてるなぁとしみじみ。これからの季

節、夏の疲れもあり 体調を崩しやすい頃ですので、お気をつけてお過ごしく

ださいね。元気に敬老会へもいらしてくださいね。 

＜8 月の活動報告＞  
＜宿泊・食事＞  

 

※1 日（火）    朝食付き 2 名様  
 東京都からお越しのご夫婦で、香川県でうどんを沢山食べて、四万十のカッパ館へ。

そこから＜ほっと平山＞へお越しくださり 翌日は龍河洞へ行かれたようです。 

 

※2 日（水）    二食付き 3 名様・3 名様     
 兵庫県とスペイン！！からお越しのお客様達でした。それぞれお母さんが高知出身の

方で夏休みに帰省されてたようです。スペインのお客様は昨年からの２回目。今年も我

が家の子供達と一緒に花火をさせてもらったりと交流させて頂きました。 

 

※3日（木）        二食付き 4名様・4名様・４名様 
 大阪・兵庫・兵庫からと３組のお客様でした。それぞれご家族でお越しで、お客様同士

の交流もあったようです。 

 

※４日（金）    朝食付き 4 名様・6 名様・3 名様・二食付き ３名

様・素泊まり 3 名様 
 東京・大阪・東京・奈良・岡山からと５組のお客様でした。クライミングに来られていたり、

観光や帰省など、理由も様々でした。 

 

※5日（土）        素泊まり 6名様 
 4日からの連泊のお客様が 2組と、県内からお越しの１組とで３組のお客様



でした。もう一組大勢のご予約を頂いておりましたが、台風接近の為キャンセ

ルとなりました。 

 

※6 日（日） 7 日（月）  
 台風接近の為全部キャンセル。。。。。 

 

※8 日（火）    二食付き ３名様・5名様  
 東京から二泊でご家族でお越しのお客様達と、高知帰省中の娘さんご家族と

でお越しのお客様２組でした。東京からお越しの子供さんには、施設の案内を

した際に土佐弁の通じない所があったようで、ポカ～ンとされてる所もありま

した。こちらもお客様同士の交流があり、一緒に花火をされていたようです。 

 

※9日（水）        素泊まり 5名様・3名様・朝付き 3名様・  
 茨木・大阪・東京・神奈川からと、８日からの連泊の５組のお客様でした。バイクでの旅

の途中や、観光・よさこいの観覧・応援などでお越しでした。にこ淵へ行かれたお客様も

いらっしゃいましたよ。 

 

※10 日（木）    朝食付き ３名様・二食付き ８名様・素泊まり 3名様 
 三重・茨木・高知市内と９日からの連泊のお客様４組でした。関東・関西の

渋滞がひどかった様ですが、それぞれ元気に次の目的地へ出発されましたよ。 

 

※11日（金）        朝食付き 4名様・8名様・7名様・素泊まり 4名様 
 和歌山・兵庫・高知市内からの３組のお客様。お友達同士のグループとご家族とでし

た。ひろめ市場へ行かれたり、桂浜・よさこいなどを見に行かれてました。「塩タタキおス

スメですよ」と言うと、「それを食べにきたんです！」と。美味しいタタキ食べれたかな？ 

 

※12 日（土）    二食付き 4名様・14名様・4名様・朝食付き ４名様  
 大阪・愛媛・大阪。高知県内からお越しの４組のお客様。１４名様の所は繁

藤の出身の方達で、繁藤災害で被害に遭われた方のご遺族の皆様でした。娘の

学校の参観授業で勉強をした所だったのでビックリしましたが、少し当時の事

を伺いまして、もう二度とこの様な事を起こらないようにしないといけないと

より強く思いました。 

 

 

※13 日（日）    二食付き 15名様・3名様  
 高知市内と名古屋市からの２組のお客様でした。名古屋からの方はピザ作り

体験もしてくださいましたよ。 

 

※14日（月）        二食付き 4名様・4名様・4名様・5名様・素泊まり ３名

様 
 千葉県・岡山県・静岡県・東京都、そして香港からのお越しの５組のお客様でした。香

港からのお客様はなんと日本語が・・・・。知り合いの方に連絡を取り通訳をして頂き難な



きを得ましたが、やはりせめて英語は勉強しとかんといかんなぁ～と思ったことです。高知

にお住まいのお友達の所へ遊びにいらしてた様です。移動はレンタカーでされてましたよ。 

 

※15日（火）        二食付き 10名様・1名様・夕食付 3名様・朝食付 ４名

様・ 
 横浜市・東京・高知市内・坂出市からお越しの４組のお客様でした。内一組のお客様

は高知出身の方で帰省の度に一泊は＜ほっと平山＞ですると子供さんと約束してくださ

ってる様でもう今回で４回目です。とおしゃって下さってました。本当に嬉しい事です。 

 

※16日（水）        素泊まり ６名様 
 大阪 泉佐野市からお越しの男性ばかり６名のグループでした。一度夕方にチェック

インされ、夕食は高知市内まで食べに行かれたようです。 

 

※17 日（木）    朝食付き 23名様  
 徳島県からお越しで、子供さんと大人の方でした。夕食はＢＢＱ 次の日の

お昼にはカツオの藁焼き体験もされてましたよ。かき氷器も持って来られてい

て、作られていました。体育館もご利用頂きました。 

 

※18日（金）        朝食付き 3名様 

 徳島からお越しのご家族でした。何泊もしながら四国を旅されているようで、出発の時

も天狗高原へ行こうか、そのまま徳島に帰ろうか悩んでらっしゃいました。小さい子供さん

も一緒でとてもかわいい女の子でしたよ、前日は香北の農家民宿に泊まられていたよう

です。 

 

※19 日（土）    二食付き 6名様・素泊まり  3名様  
 神戸市からお越しのご家族で子供さんが 4 人でした。夏祭りにも参加して頂

き、一緒に花火もご覧くださいましたよ。素泊まりの方は、夏祭りを盛り上げ

て下さいました「豆電球さん」に帰りも遅くなるので泊まって頂きました。 

 

※20 日（日）    素泊まり ３名様・朝付き 5名様  

 愛知県からと長崎県からそれぞれご家族でお越しでした。長崎からお越しの

方は「すごくゆっくりできた」とおしゃっていただき、黒板もいっぱい使って

遊んでくださいました。また、愛知県の方は、ずっと旅をされてるようで、少

し旅の疲れが子どもさんに出てて、しんどい感じもありましたが、次の目的地

へそれぞれ出発されました。 

 

※22日（火）        二食付き 2名様・2名様・朝食付 ４名様 
 福岡・兵庫県・山田町内からお越しの 3組のお客様でした。福岡からのお客様は、19

日から旅行をされてるようで、＜ほっと平山＞が最終となるそうです。学校という所に感

動してくださってたようです。 

 

※23日（水）        素泊まり ４名様・2名様 



 二組とも高知市内からお越しで、一組はコスプレイヤーのお客様。もう一組は飲食店

のスタッフさんと一緒に「夏の間に一度は平山へ行かない」ととっても忙しい中時間を作

ってくださってわざわざ平山へ遊びに来てくださり、その中の 4名様がお泊りくださいまし

た。いつも気にかけてくださり本当にありがとうございます。 

 

※24日（木）        素泊まり 2名様 
 東京からバイクで男性２名が旅行をされてました。その中で以前テレビで見て「機会が

あれば行ってみたいなぁ」と思ったのを思い出し、高知にいるなら行ってみたいと当日ご連

絡を頂き泊まりにお越しくださりました。以前秘境の駅で新改駅が取り上げられその時に

少し紹介をして頂いた番組だと思いますが、それで覚えてくださってる方がいらっしゃるな

んて！！とても嬉しかったです。 

 

※25 日（金）    朝食付き 5名様  
 福岡県からお越しのご家族でした。体育館もご利用頂き遊んで行かれました

よ。  

 

※26日（土）        素泊まり 9名様・6名様・二食付き ４名様・3名様 
 京都市・徳島市からと、香美市内からと高知市内からの 4組様でした。県立

大の清原ゼミの卒業生がＯＢ会として泊まりに来てくださり、その中で「結婚

しました」と嬉しい報告が♪おめでとうございます。末永くお幸せにね💛 卒

業生の元気なお顔が見れて本当に嬉しかったです。それぞれの場所でご活躍く

ださいね。またいつでも帰って来てね。ありがとう。 

 

※27 日（日）    朝食付き ７名様・二食付き ４名様 
 兵庫県の宝塚市からと洲本市からそれぞれご家族でお越しでした。川へ行か

れたり、アンパンマンミュージアムへ行かれたりされたようですよ。川は仁淀

川までいかれたそうです。 

 

※29 日（火）    素泊まり ２名様 

 長野県からお越しのカップルでした。夜はひろめ市場で食事をされたようで

す。学校の夜は怖いというイメージで泊まりに来られるのを女性の方は少し不

安だったみたいですが、綺麗な木造の校舎を見て安心して頂いたようです。怖

いイメージのままでなくて良かった(笑) 

 

※30日（水）        二食付き ５名様・  
 高知市内からで、中学生の子供さんとそのお友達の 2家族でお越しでした。バレーボ

ールをされてるそうで、夏休みをずっと忙しかったのですが、試合も終わり 少しのお休み

を利用してお越しくださりました。中学３年生だそうですが、一息し、夏休み明けからは高

校生との練習が待ってるそうです。くれぐれもケガのない様にこれからも頑張ってください

ね。 



＜体験＞   

 

※3 日（木）  ピザ作り６名様  
 昨年も何度もお越しくださった方で、今年も帰省して来られていた娘さんご家族と一

緒に遊びにお越しくださりました。三枚口へも行き川遊びもされたようですよ。 

 

※8 日（火）  ピザ焼き体験 2名様 
 工科大の学生さんお二人で、課題として研究にお越しくださってました。 

 

※11日（金）    ピザ焼き体験 9名様・4名様  
 女性の方ばかりの９名様とご家族の４名様。事務所にいても楽しそうなお声

が聞こえてきてました。 

 

※12日（土）    ピザ焼き体験 5名様・流しそうめん 21名様  
 ピザの方は 3日にもお越しくださっていたお客様で、今度は息子さんご家族

とお越しくださいました。同じように川遊びにも行かれたようです。流しそう

めんのお客様は、障害のある子供さん達の放課後教室でお越しくださり、体育

館でレクをされたあと、昼食に流しそうめんをされてました。良いお天気だっ

たのもありとても暑かったようですが、それでも楽しんで頂けた様です。 

 

※13日（日）    ピザ焼き体験 4名様・8名様・10名様 
 この日は宿泊の方も合わせて４組のお客様のピザ体験。中には平山出身の方

が帰省中にご家族でお越しくださってもいました。平山に帰った時には前回も

お越しくださっていてとても嬉しい事です。 

 

※14日（月）    ピザ焼き体験 6名様    

 香川県から！！お越しでした。遠くからわざわざありがとうございます。 

 

※15日（火）    ピザ焼き体験 8名様 
 高知市内からお越しのお客様でした。 

 

※18日（金）    ピザ焼き体験 9名様 
 香長小学校の教頭先生が香美市内の先生たちの研修？を兼ねてお越しくださ

いました。４月から赴任して来られている先生で、校区内の事を知って頂け嬉

しかったです。＜ほっと平山＞お手製の「柚子味噌」も大変気に入って頂け、

後日ご注文を頂きました。 

 

※20日（日）    ピザ焼き体験 8名様    



 県立大の清原ゼミの卒業生で、石窯作りの時にお世話になった元学生さんが

職場の皆さんとお越しくださいました。ピザ作り来後は「風の窯」で陶芸体験

もされていかれましたよ。 

 

※26日（土）    ピザ焼き体験 3名様・5名様 
 工科大に息子さんが通っていらっしゃる方で、以前にもお越しくださってい

たのですが、今回もご家族でお越しくださいました。もう一組はさんさんテレ

ビの取材で、ロケ地の一つとしてお声をかけて頂きました。放送内容や放送日

もまた分かればご連絡しますね。 

＜施設利用＞  

※22 日（日） 会議室利用 3 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。 

 

 

 

  ＜９月の予定＞   

※1日（金） 宿泊 3件 

※2日（土） 宿泊 1件 ピザ１件 

※4日（日） 宿泊１１件  

※8日（金） お弁当 

※9日（土） 宿泊３件  

※10日（日） ピザ 1件 

※12日（火） 宿泊 1１件 

※13日（水） 宿泊 1件 

※14日（木） 宿泊 2件  

※16日（土） 宿泊 2件  

※17日（日） 宿泊 2件 ピザ１件 

※18日（月） ピザ２件 

※23日（土） 宿泊２件 ピザ 2件 

※2４日（日） ピザ１件 

※30日（土） 宿泊１件 ピザ１件 

 

  

 

 



 
 
※敬老会 ９月２２日（金）です。 

 今年も下記の通り 敬老会を開催いたします。 

 対象者の方には、各地区の総代さんよりお誘いがあると思いますが、ぜひこの機会に

みんなに会いに来てくださいね。 

 

 ９月２２日（金） 10：30～受付開始 

        1 1：00～開宴 

 
 今年は香長小学校から、東川の山崎ゆうと君・平山の門田こうだい君が踊りに来てく

れる予定です。 

 

 

※ほっと平山 １０周年記念イベント

 
 ほっと平山は平成１９年７月にオープンしました。初めは「補助金のある３年続けば上等

よ。」という軽い気持ちだったとか？(笑) 

 気が付けば、１０年が経ちました。１０年目の８月は過去最高のお客様数・売上を記しま

した。 

 この１０年やってこれましたのも、ご協力くださる地域のみなさまのお蔭です。色々と無

理なお願いをしたり、ご負担・ご迷惑をお掛けしたりもしてると思います。いつもありがとう

ございます。 

 そこで、感謝の想いを込め オープン時にも行ったような、大同窓会・大交流会を開

きたいと思っております。 

 日程等は下記の様に予定しております。９月・１０月中には、各戸へお誘いのお手紙を

お配りしますので、ぜひお誘い合わせのうえ、ご参加くださいね。 

 

 平山小大同窓会 １２月３日（日） ＡＭ１１：００～ 

         会費制 

         体育館予定（参加数によっては場所が変わるか

もしれません） 

 



 お餅なげも計画しております。詳しくは、またお手紙でお配りしますね。 

 

 

 

 

 

＜受付おばさんのつぶやき・・・＞

 
 ８月もあっという間に過ぎてしまいました。活動報告を見て頂けると分かると思います

が、まぁ今年はありがたい事に連日の宿泊のお客様。少ないスタッフで皆さんに負担もか

けましたが、お客様には大変喜んで頂けたようで、アンケートにも「また来ます」「食事が

美味しかった」「校舎も綺麗で快適に過ごせました」「子供達が喜んでました」など、とって

も嬉しいお言葉を頂きました。また、１０年目という記念の年に過去最高のお客様が平山

へ遊びにお越しくださった事 本当に嬉しく思っております。 

 実は、８月無理を言いまして、青年団の皆さんにも宿直に入って頂いたりしました。これ

ほど連日となると数人での宿直業務も大変で・・・・。青年団のみんなも普段はお仕事も

ありますので、なかなかいつもはお願いできません。９月もご予約頂いております。どなた

様かお手伝いに来てはくださいませんか？ぜひご検討ください！！ 

 

 また、記念イベントでは、地区を出られている方にも可能な限り案内を出そうと思って

おりますし、現在「ほっと平山」を応援してくださってる方もお誘いしようと思っておりますの

で、また色々と情報も教えてください。 

 

 平山地区にある「ほっと平山」これからも地域の皆様のお役に少しでも立っていけるよ

う努力いたします。これからもどうぞ宜しくお願い致します。 

＜公民館活動＞  
夏祭りも無事に終わりほっとしております。今度は１０月には公民館活動主催でびんび釣

り大会を計画しております。 

水の関係でプールでするか川で行うかまだ検討中ではありますが、釣り大会は行う予定

です。 

お孫さんなどとぜひご参加くださいね。 

 



    瓶日釣り １０月１５日（日） 詳細はまた来月に。。 
 

と、その前に・・・・９月 22日は敬老会です。敬老会前には例年 公民館の掃除を行って

おります。こちらも下記の通り予定をしておりますので、お忙しいとは思いますが、お手伝

い頂けるととても助かります。 

 

 公民館の外回り（草刈り等）・・・・・・・・・・９月１７日（日） ＡＭ9：00～ 

 公民館の中（トイレ掃除・窓ふき等）・・・・９月１９日（火） ＡＭ9：00～ 

 

その他 今後の公民館活動予定 

 

   １２月３０日（土） お餅つき 

   ２月３日（日）   さくらの枝切 

   ３月中旬     県道のゴミ拾い 

 

他にもやってみたい事などありましたらぜひ声をかけてくださいね 
  


