
ほっと平山通信 1２月号

 
 今年もあと少しとなりました。これから本格的に寒くなってきます。皆さま

どうかお元気で新年お迎えくださいね。本年もお世話になりました。来年もど

うぞ宜しくお願いいたします。 

＜1１月の活動報告＞  
＜宿泊・食事＞  

 

※2 日（木）    二食付き 4 名様  

 愛媛県松山市からご家族でお越しくださいました。 

 

※3 日（金）    素泊まり６名様 ・朝食付き 4 名様 ・二食付き 9 名様     

 岡山県・滋賀県 広島県からお越しの３組様でした。素泊まりの方は若い男

女６名様。夕食はＢＢＱをされてましたよ。二食付きの方は可愛い女性の８名

様 貸切のバスをチャーターして大人の修学旅行として来られてました。また

この時期は「カメムシ」が沢山居て悪さをしたようです(__) 

 

※4日（土）        朝食付き 3名様 ・素泊まり 3名様、2名様 ・二食付き 5

名様 

 広島県・大阪府泉大津市・岸和田市・兵庫県神戸市からお越しの４組様でし

た。急遽朝食付き・夕食付きに変更されたりと、変更があった日でした。 

 

※9 日（木）    二食付き 2 名様 

 ふるさと納税の宿泊券を使って山形県からご夫婦でお越しくださいました。

カツオの藁焼き体験付きのプランでしたが、「とっても美味しい！！」と好評

でした。 

 

※10日（金土）      二食付き 5名様、4名様、3名様 ・素泊まり２名  ・ 

 二食付きの５名の方は、千葉県からで法人会高知大会にご参加の方々で、宴

会のお料理の注文でしたが、「とっても美味しい！」とおしゃっていただき、

嬉しかったです。もう一組は、兵庫県明石市から、大阪府三島郡・素泊まりの

方は愛媛県からとそれぞれご家族でお越しでした。 

 



※11 日（土）    素泊まり 2名様 ・二食付き 4名様、3名様 4名様 

 東京都武蔵野市・愛媛県・高知市内・三重県からとそれぞれご家族でお越し

でした。なかでも高知市内からお越しのお客様は、５歳と７歳の息子さんとイ

オンの当たりから歩いてお越しで、そのうえ秦山公園で遊んでこられた様です。

帰りももちろん歩いて！凄い！！ 

 

※12日（日）        二食付き 4名様 ・朝食付き 4名様 

 香南市から、愛媛県松山市からお越しの２組様でした。一組はお友達同士の

女性グループ。もう一組はご家族で、今度工科大の受験に来られる下見を兼ね

てのお越しでした。 

 

※15日（水）        二食付 3名様 

 兵庫県三木市からお越しの１歳の子供さんとお母さん・叔母さん・おばあち

ゃんのご家族でした。アンパンマンミュージアムに行かれると出発されました

よ。 

 

※16日（木）        お弁当 7つ 

 龍河洞・伊尾木洞などを回るモニターツアーの昼食の一部として春の頃にお

出ししたお弁当を今回作らせれ頂きました。好評だったようです。 

 

※17 日（金）    素泊まり ２名様 

 大阪市都島区からのお若いカップルで、到着も遅かったので、朝はゆっくり

していかれました。 

 

※18日（土）      夕食付き 22名様 ・朝食付き 7名様  ・ 

 二組様とも高知市からお越しで、子供さん連れのグループでした。とっても

元気な子供さん達でした。二組様ともピザ焼きもされました。 

 

※20 日（月）    夕食付き 2名様 

 風の窯の五十嵐さんの奥さんが静岡からのお友達と一緒にお越しくださいま

した。ありがとうございます。 

 

※21日（火）        二食付き 2名様 2泊 

 愛媛県松山市からお仕事でお越しの男性お二人でした。物部の方へお仕事で

行かれてた様です。 

 

※23 日（木）    素泊まり 4 名様 ２泊 

 長野県からご家族で２泊でした。高知にお爺ちゃんがいらっしゃるようで、

お爺ちゃんも＜ほっと平山＞の見学にお越しくださってました。またお爺ちゃ

んブログも読んでくださった様で、＜ほっと平山＞の事知って下さっており嬉

しかったです。「寒くないですか？」とお声をかけると「長野に比べる

と・・・でも、思ったより寒いですね」と。そりゃそうだ。雪国から比べる



と・・・と思った事でした。 

 

※24 日（金）    二食付き 3 名様・2 名様.・3 名様 ・素泊まり １名

２泊    

 ふるさと納税のチケットご利用で、香川県・芸西村からの二組様。東京都か

ら家族旅行でお越しの方。ダイエット合宿でご利用の素泊まりの方の４組様で

した連休中ともあって平日でしたが、満室でした。 

 

※25日（土）        ｓｏｔｏさんの「平山で花遊びの会」 

 高知市内にあるお花さんの「ｓｏｔｏ」さんが、＜ほっと平山＞の周辺１キ

ロをお散歩しながら野花を集めて来て、リースにするという企画をしてくださ

り、十数名の方が参加下さりました。ただの雑草だと思っていたものが、ｓｏ

ｔｏさんの手にかかるとあらまぁ不思議。とっても素敵なリースに大変身！本

当にどの作品も素敵でした。 

 また、野花の採取の際に平山地区の方に優しくお声をかけて頂いたようです。

ｓｏｔｏさんも「ありがとうございました」と言われてました。また次は４月

頃に春の野花を使って活ける企画をして下さる予定です。  

 

※25 日（土）    二食付き 3 名様・4 名様 

 愛知県名古屋市と、高知市内からそれぞれご家族でお越しお客様で、高知市

内の方は、平山のご出身の７４歳の方でした。周作さん家の近くのお家だった

ようで、周作さんにも来て頂いてお話をされてましたよ。 

 

＜体験＞   

※2 日（木）  ピザ焼き体験 2名様 

 『じゃらん遊びネット』というサイトに掲載しておりますが、そのサイトを

通じてご予約を頂いた初のお客様でした。 

 

※3日（金）     ピザ焼き体験 61名様  

 婚活イベントでご利用いただきました。体育館で自己紹介タイムがあって、

男女一緒にピザ作り。何組かカップルが誕生したそうです。ここが二人の思い

での地となれれば良いなぁ～。 

 

※5日（日）    ピザ焼き体験 8名様  

 先月宿泊を兼ねてピザ焼き体験もされたお客様がまた別のご家族と遊びに来

て下さいました。ピザだけでなく自炊室をお使いになってパスタなど数品作ら

れてましたよ。 

 



※7日（火）    ピザ焼き体験 14名様 

 良くお越しくださる香南市の老人クラブの団体さんで、今回は 14名様。ピ

ザ半分づつとちらし寿司とをお昼に召し上がられてました。 

 

※8日（水）    ピザ焼き体験 23名様    

 専門学校の皆さんが遠足？でお越しくださいました。ピザ作りとＢＢＱをさ

れてましたよ。 

 

※22日（水）    ピザ焼き体験 13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 4名の年長さん

のクラスでしたよ。 

 

※22日（水）    ピザ焼き体験 34名様 

 土佐市にある高校生が秋の遠足の２クラス３４名がお越しくださいました。

体育館でいっぱい遊んで昼食にピザ焼き体験でした。生憎のお天気でしたが、

＜ほっと平山＞でちょうどよかったとおっしゃっていただきました。 

 

※26日（日）    ピザ焼き体験 9名様 

 体育館ご利用でお越しくださるバドミントンクラブの皆さんが練習後にピザ

作りとＢＢＱとをされていかれました。生憎のお天気で寒かったですが、美味

しそうにピザ食べてられてましたよ。 

 

※28日（火）    ピザ焼き体験 7名様 

 南国市の保育園の親子遠足で、午前中陶芸体験をしてから昼食にピザ作りを

されてました。親子遠足でお弁当も持って来られててみんな楽しそうでしたよ。 

＜施設利用＞  

※19 日（日）会議室利用 4 名様  

 コスプレイヤーのお客様で、綺麗に着替えられた後みんなでＢＢＱをされな

がら撮影をされてました。 



 

  ＜１２月の予定＞   

※2日（土） ピザ体験１・ＢＢＱ1件・宿泊１件 

※３日（日） 会議室利用１件  

※６日（水） 宿泊１件 二泊  

※９日（土） 宿泊２件・平山地区忘年会 

※１０日（日） ピザ 3件  

※11日（月） 宿泊１件 

※15日（金） 忘年会 1件 

※16日（土） 宿泊 2件 

※17日（日） オーガニックマーケット・ふらっと中町へ出店  

※24日（日） ピザ 1件・宿泊２件  

※25日（月） 宿泊 1件  

※27日（水） ピザ体験 １件 

※30日（土） 餅つき大会 

 

 １２月２９日～１月３日 休館 

 

 

 

 
※平山地区の地図作りをします。

 
 先月２５日に、平山と西の谷を県立大の学生さんと回らせていただきました。以前

あった穂岐山城の事や、発電所の事 御宮の事 途中お会いした方に色々と教え

て頂き本当にありがとうございます。お蔭様で沢山の情報を頂きました。 

 今度は、９日に東の谷・大法寺を回らせて頂く予定です。またお会いした際には

色々と教えてください。 



 どうぞ宜しくお願いします。 

 

※石窯お休みします  

 １月から一か月程かけて石窯の所の屋根を広げる工事を行います。それに伴

い 危険ですので、ピザ焼き体験を工事が終わるまでの間お休みします。 

 体験のご希望がありましたら、１２月中か２月以降にお願いします。 

 屋根が広がるとＢＢＱや流しそうめんが雨天時にも対応出来る様になります。

また、建物そばにシンクも設置予定で、より良くお客様に使って頂けるように

なる予定です。 

 

※平山地区忘年会  

 今年も忘年会の季節となりました。色々とありましたね。 

 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６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   １２月９日（土） ＰＭ５：００～ 

         会 場   ほっと平山 

         会 費   １．０００円（他は振興協議会が負担してく

れます） 

         申込先   ほっと平山 ５３ー２０７６ 

         締 切   １２月６日（水）まで 

 

 ※廃品回収のお知らせ  

 下記のとおり、香長小学校の廃品回収があります。その収益金は平山の子供

達も通う香長小学校のＰＴＡ活動に使われるそうです。ぜひご協力お願いしま

す。 

 どうしても、回収地まで持っていけないという方は声をかけてください。伺

います。廃品回収に該当するものしか受取れませんので、分別はしっかりとお

願いします。ご了承ください。 



 

 回収日 １２月１０日（日） 当日の８：００までにお出しください。 

  〇平山・東川・・・・・新改北部構造改善センター 

  〇曽我部川・・・・・・休場出荷場 

 

 

 ＜受付おばさんのつぶやき・・・＞

 
 先日２９日に「集落活動センター」について地区での話合いがありました。

詳しくは、支援員の坂本さんからあると思います。 

 その話し合いの中で、「人数の減少を嘆くのだはなく、どうしたらよいの

か・どうしたら減らすのを止めれるかという様な事を考えて行かんといかん」

と、おっしゃってくださいました。まさにそうだと思います。 

 中山間地域において、少子高齢化はどこの地区・地域でも課題です。それに

ついて前向きにとらえ、今できる事を考えていきましょう。 

 なかなか理想論ばかり話してもいかんと思いますが、目標を持って挑むこと

は必要です。まだまだ平山地区はこれからです。 

 

 ２０１７年もあと少し 地域の皆様には今年一年も大変お世話になり、あり

がとうございました。来年はもっともっと地域活動に力を入れていきたいと思

っております。また来年もどうぞ宜しくお願い致します。 

                      平成２９年１２月 ほっと平

山スタッフ一同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜公民館活動＞  
 今年も今まで通り、青年団の皆さんと下記の通り 『お餅つき』 を考えています。 

 ご注文も受け付けておりますので、ご希望の方は声をかけてください。 

 もちろんお餅つきに参加したい事もどうぞ～ 杵と臼とでペッタンペッタンやりま

しょう(^^)/ 

 

 

 日 時 １２月３０日（土） ＡＭ９：００～ 

 場 所 ほっと平山石窯前 

 申込先 ほっと平山 ５３－２０７６ 

 

  餅つきの体験の場合はお一人 ５００円頂きます。（うどんの材料費です。） 

  

 ５合 １０００円 

  ＜のしもち・丸餅・餡餅＞ 

    

 ご希望の様に作らせていただきます。お届けは３０日午後になるかと思います。

ぜひご利用ください(^^)  


