
ほっと平山通信 １２月

号  

  残す所今年もあとわずか。本当に一年あっという間ですね。まだこれから本格

的に寒くなってくるのかな。皆さま元気に過ごし、新年を迎えましようね。 

 

 

＜１１月の活動報告＞  

＜宿泊・食事＞ 

※1 日（木）   ・昼食 13 名様   
 高知市内からお越しで、陶芸を午前中にされ、お食事はほっと平山へ来てくださ

いました。お世話役の方の娘さんが夏にお越しくださってた様で「とっても良かった」

と聞きました。との事でした。嬉しいご紹介です 

 

※3 日（土）   ・二食付き 4 名様・4 名様 ・素泊まり 5 名様 ・  
 香川・兵庫・大阪からとそれぞれお越しで、素泊まりの方は翌日ピザ焼き体験もし

てくださりました。 

 

※6日（火）       ・二食付き 2名様・3名様 

 ご夫婦お二人で宮崎県からお越しのお客様と、長崎県からご家族でお越しの２組

様でした。 

 

※10 日（土）   ・二食付き 4 名様２組  ・素泊まり 2 名様 ・朝食

付き ２名様     
 愛知県からの男性お二人と、土佐清水市からお越しのご家族と、神戸からお越し

の親子お二人の３組様でした。神戸からの方は、お父さんと中１の息子さんで、オリッ

クスのキャンプの見学にお越しくださったそうです。 

 

※11 日（日）   ・二食付き 6 名様      



 兵庫県からお越しのご家族でした。 
  

※13 日（火）   ・昼食・ピザ       

 平山の方が以前の職場の皆さんとの同窓会でお越しくださいました。皆さん

がここを気にいってくださってるそうで、年に 2 回ほどお越しくださりました。

本当に楽しそうな笑い声が聞こえてきておりました。いつもありがとうござい

ます。 

 

※15 日（木）   ・昼食様にピザセット 6 名様      

 始めはピザ体験のご予約だと思っておりましたら、昼食用にという事で、サ

ラダ付きのセットとお出しさせて頂きました。山田町内かお越しだったようで

す。 
  

※15 日（木）   ・二食付き ２名様      

 兵庫県神戸市からお越しの男性お二人で、お若い２０代のお二人でした。体

育館でも二時間程遊ばれてました。穴内ダムへ行ってみます。と出発されまし

たよ。爽やかな好青年でした。 

 

※17 日（土）   ・二食付き 17 名様・素泊まり４名様      

 兵庫県加古川市からお越しの剣道チーム１７名様と、当日に「泊まれます

か？」とお電話を頂いた島根県からお越しのご家族の２組でした。剣道の試合

が次の日にあると、土曜のお昼頃到着され体育館で練習されてました。当日ご

連絡いただいたお客様は、別の施設に泊まる予定だったけど取れてな

く・・・・と大変はご様子。他にもお友達ご家族がいらっしゃた用ですが、と

りあえず一家族だけお越しくださいました。 

 

※18 日（日）   ・素泊まり 4 名様      

 大阪市からお越しのご家族でした。 

 

※20 日（火）   ・昼食 8 名様      

 香美市内の施設からお越しの８名様で、陶芸後食事に来て下さいました。ま

た１２月にもご予約を頂いており、別の班の方がお越しくださるようです。 

 

※22 日（木）   ・朝食付き 6 名様      

 兵庫県神戸市からお越しのご家族で、おばあちゃんもご一緒でしたよ。夕食

はマルナカでお買い物して来られた様でした。 

 

※23 日（金）   ・二食付き 13 名様 素泊まり 2 組 ５名様     

 高知市内からお越しの１３名様は、会もされていた翌日はピザ焼き体験もさ

れました。夏にご利用頂いた事のある方もいらっしゃいました。ご紹介いただ

けた様です。ありがとうございました。 

 



※24 日（土）   ・二食付き 3 組 朝食付き ２名様 

 ４組のお客様で、それぞれご家族でお越しでした。 

 

 

＜体験＞  

※10 月 31 日（水）  ・ピザ焼き体験 7 名様     
 平山のご出身の方がお友達とお越しくださいました。また１２月中にもお越しくだ

さる予定です。平山の方やご出身の方に使って頂けるのは本当に嬉しい事です。 

 

※3 日（土）   ・ピザ焼き体験 3 名様     
 インターネットからのご予約でお越しくださったのでうが、龍馬パスポートもお持

ちで沢山回られてる様でしたよ。 

 

※4 日（日）   ・ピザ焼き体験 4 名様 
 伊野町からお越しで、おじいちゃんがお孫さんとお越しくださいました。午前中は

陶芸をされてました。 

 

※8 日（木）   ・ピザ焼き体験 8名様 
 高知市内からお友達同士で遊びにお越しくださいました。多分専門学校などの同

級生達で、年齢もそれぞれでしたが、楽しそうにお話しをされピザ作りをされてま

した。 

  

※8 日（木）   ・ピザ焼き体験 1 名様     
 「龍馬パスポートを持ってますが、今日ってピザいけますか？？」と、当日の問合

せ。丁度先のお客様があり、お受けする事ができました。男性お一人でしたが、埼玉

県からお越しで、なかなかスタンプもためらてましたよ。 

 

※11 日（日）  ・ピザ焼き体験 11 名様・6 名様・8 名様 
 この日は３組でしたが、皆さん高知県内からで、小さい子供さん連れの方・会議室

でボードゲームを楽しまれてる方・陶芸前になどそれぞれに平山でお過ごしくださ

いました。 

 

※15 日（木）   ・ピザ焼き体験・昼食 ２名様 
 二名でお越しで、ピザ作り後に昼食もご注文も頂いておりました。１枚だけ分けて

食べられてあとは持って帰られました。 

 

※17 日（土）   ・ピザ焼き体験 30 名様 
 高知市内の保育園のＯＢ会でとお越しくださいました。体育館でレクをして体を動



かされ、その後はピザ。２５枚と多かったので、順番に焼いて食べて頂きました。 

 

 

 

 

＜施設利用＞  

※10 日（土）・15 日（木）会議室利用   
 コスプレイヤーのお客様。 

 

  

※14 日（水）ＢＢＱサイトご利用   
 昨年もご利用くださいました、南国の施設の皆さんが今年もお越しくださいました。

お肉やおむすびなどもご注文を頂いておりましたので、こちらで準備をさせて頂き

ました。 

＜１２月の予定＞    

※1 日（土）   ピザ 1 件・宿泊１件 

※7 日（金）  お弁当 1 件   

※8日（土）   宿泊 2 件  

※9日（日）   ピザ１件  

※12 日（水）   宿泊 1件 

※13日（木）   臨時総会 

※14日（金）  お弁当 １件 

※15 日（土）  ピザ 1件 

※18日（火）  宿泊１件 

※22 日（土）  宿泊２件 

※23日（日）  宿泊２件 

※30 日（日）  お餅つき 

※ 

 

 



 

 

 

 

※平山地区の忘年会について  

 もうこんな季節です！！今年も振興協議会が忘年会を企画してくださ

いました。下記の通りです。 

今年はセンターで行いますので、お間違いのない様にお願いします！！！ 

 

忘年会 日時 １２月１日（土）ＰＭ５：００～ センター 

    会費 １０００円（他費用は振興協議会の方が出してくださいま

す。） 

    申込 ほっと平山 ５３－２０７６  

 

 

 

※香長小 廃品回収について 

 下記の通り 香長小学校の廃品回収があります。ＰＴＡ活動資金になり

ます。ぜひご協力をお願いします<(_ _)> 

 

 １２月９日（日） ８時までに所定の場所までお願いします。 

※ほっと平山 臨時総会のお知らせ

 
 今後の運営を見据えて現在法人化を検討しております。つきましては、

下記の通り 臨時総会を開きますのでご参加程宜しくお願いします。 

 開催日 １２月１３日（木） ＰＭ７：００～ ほっと平山にて 

※クリスマスケーキの販売について



 
 「また前みたいなケーキをやってや」とお声をかけて頂きましたので、今

年は販売を行いたいと思います。 

  

ロールケーキ １本 １５００円 （２０センチ 直径７センチ） 

 受け渡し日 １２月２４日（月）３時頃 （入れものも持ってきてください） 

 注文締切  １２月２０日（木） 

 
 

＜受付おばさんのつぶやき・・・＞

 
 上記にも書きましたが、長い目で＜ほっと平山＞を考えて、来年中には法人化

を・・・と検討しております。地域で建て、地域で守ってきたこの平山。今いる私達に何

が出来るのか、今一度しっかり考えていきたいと思います。また何かご意見等ござ

いましたら、お声をかけてください。ぜひ臨時総会にもお越しください。 

 今年も一年地域の皆様には本当にお世話になりました。来年はまた動きもあるか

と思いますが、またどうぞ宜しくお願いします。 

  

 

 

＜公民館活動＞  
 先月と情報が変わりませんが、３０日には下記の様に、青年団の皆さんと例年の

お餅つきを考えておりますので、お餅のご注文がありましたら、ぜひお声かけくだ

さい。 



 

 もちつき日 １２月３０日９時頃～ 

    ５合 １０００円  

    １升 ２０００円 

     （のしもち・お重ね・餡餅とご用意できます。） 

 


