
ほっと平山通信 ４月号

 
さくらはいつ咲くの？よく＜ほっと平山＞へお問い合わせのお電話を頂きまし

たが、やっとやっと咲いてきました。２日のさくら祭りにはどうかな？今年は

お天気も大丈夫そうで、久しぶりに親水公園で出来るかな？と楽しみにしてお

ります。桜自体は 1・2分？程度でしょうか？楽しい時間を過ごしにぜひぜひ

出て来てください。お待ちしております。 

＜３月の活動報告＞  
＜宿泊・食事＞  

 

※4 日（土）    東の谷の農業組合の会？  
 お料理は持ってこられて、会をされてその後は宴会♪地域内外の方々で楽しそうに、

イノシシ料理を食べられていました。 

 

※4 日（土）    素泊まり 6 名様     
 良くご利用くださるコスプレイヤーの皆さんが宿泊でもご利用下さりました。体育館等

で撮影をされた後は、みんなで夕食のたこ焼きを作られてましたよ。 

 

※4日（土）         一泊 2食付き 2名様 
 女性の方お二人だったのですが、大きい大型のバイク ハーレーでお越しで、とっても

かっこよかったです。徳島県からお越しでした。 

 

※9 日（木）     素泊まり 18 名様 
 岡山県の大学の天文学部の皆さんがお越しくださいました。高知市内の観光

もされたようです。天文学部ですので、夜は運動場で、天体観測されたようで

す。平山小学校時代からある天体望遠鏡をお使い頂きましたよ。 

 

※11日（土）         一泊二食付き １名様・1名様・1名様・3名様 

                 一泊朝食付き ２名様 



 上記のように、５組のお客様がいらっしゃり、皆さん工科大の受験に向かわ

れました。一人をお越しの学生さんは、ＪＲ・バスを乗り継いで行かれる予定

でしたが、３人でタクシーに乗った方が良いのでは？と提案させて頂き、３名

は一緒に行かれました。どうか皆さん無事に春を迎えられていますように<(_ 

_)> 

 

※18 日（土）     昼食 3 名様 
 運動場でドローンの練習にとお越し下さる事が最近あるのですが、そのお客

様が昼食のご注文も下さいました。運動場に的を置き、離発着の練習をされて

ます。 

 

※18 日（土）     みのり会様 総会 18名様  
 みのり会の総会でお越しくださいました。18名様と平山地域から沢山来られ

ていて、「こうゆう集まりを月一回くらいあったら良いねぇ～」とお声を頂き

ました。＜ほっと平山＞でも平山で採れるもの、食べられてきたものなど、

色々お話しも伺いたいと思ってますので、さくらの時期が落ち着いたら考えて

みますね。 

 

※18日（土）        一泊朝食付き 4名様  

 兵庫県からご家族でお越しでした。朝早くからカモを見にお散歩に行かれてましたよ。

アンパンマンミュージアムへ行かれました。 

 

※17 日（金）    二泊 6食  13名様  
 書道の合宿にと高知県内だけでなく、東京からもお越しでした。いつもあり

がとうございます。今回は、途中で新しく出来た高知城歴史博物館へ行かれ、

カツオのたたきも召し上がられたそうです。 

 

※19日（月）       素泊まり 5名様 
 関西からお越しのクライマーさん達でした。いつもご利用ありがとうございます。 

 

※19 日（月）    一泊二食付き 2名様  
 香北町にお住まいのおばあちゃん（７０代）と岡山県にお住まいの娘さん

（５０代）のお二人でお越しくださいました。 

 

※19 日（月）    素泊まり  4名様  
 広島県からご家族でお越しでした。小さい子供さんも一緒でしたよ。 

 

※19日（月）       素泊まり 5名様 
 香川県から家族でお越しでした。素泊まりの予定でしたが、次の日急遽ピザ焼き体験

もしていかれましたよ。 

 

※21 日（火）    昼食 12名様  



 絵手紙展の準備にと「なごみの会」の皆さんがお越しくださいました。沢山

の絵手紙を貼ってくだあり、校舎内が明るくなりました。ぜひ皆さまも見にい

らしてください。 

 

※25 日（土）    昼食 6名様 8名様  
 絵手紙の皆さんと、もう一組のお客様と２組のお弁当にご注文がありました。 

 

※25日（土）       素泊まり 4.名様 
 美術の教育を進める会の方が合宿でご利用くださいました。お話合いをされたり、風

の窯で陶芸をされたりと過ごされてました。 

 

※25 日（土）    一泊二食付き 4名様  
 おじいちゃん・おばあちょんとお孫さんがお越しでした。以前にもお越しく

ださった事のあるお客様です。体育館でも身体を動かされてましたよ。 

 

※25 日（土）    一泊朝食付き 3名様  
 東京の方がわざわざお越しで、コスプレイヤーの方で写真撮影を色んな所で

されてましたよ。高知には毎年「よさこい祭り」で踊られているそうで、その

お仲間の方からご紹介があったようです。 

 

※27日（月）       一泊二食付き 6名様 
 福岡県からおじいちゃん・おばあちゃん・娘さん・お孫さんの５名ご家族でお越しでした。

何泊かされるご予定だそうで、一番最初に＜ほっと平山＞を決めてお越しくださったよう

です。嬉しいです。次は天狗荘へ向かわれるとおっしゃられてました。 

 

※30 日（木）    昼食 同窓会 7名様  
 毎年この時期に同窓会でお越しくださる皆さんが今年も元気にお越しくださ

いました。毎年毎年皆さんのお顔を見る事ができ私もうれしいです。また来年 

どうかお元気で揃ってお越しくださいね。お待ちしております。ありがとうご

ざいました。 

＜体験＞   

 

※5 日（日）   須江地区子ども会様 約 20 名様  
 新改部落の須江の子どもさん達がピザ焼き体験にお越しくださいました。いつもお世

話になってる平山地区のお孫さんも♡楽しく喜んで頂けたようです。こうやって新改の子ど

もさん達にもどんどん遊びに来て頂きたいです。 

 

※9 日（木）   山田高校様 30様  



 少し前に山田高校の先生に「酒かすを使ったピザってできないですか？」と

ご相談を受け、酒かすピザを高校生みんなと作ってみました。佐岡地区でお酒

作りに取り組んでいらっしゃるようで、その時に出る酒かすを有効活用したい

と高校生と色々と考えられてるようです。地元の高校で、私達夫婦の母校でも

ある山田高校。少しでもお役に立てると嬉しいです。佐岡では、４月に新酒発

表会があり、その時にピザを高校生が焼いて出されるそうです。 

 

※18日（土）     ピザ焼き体験 5名様   
 お天気も良く外でピザ作り体験をしました。家族で仲良く作られていました

よ。 

 

※20日（月）     ピザ焼き体験 2名・5名   
 祝日の月曜日、沢山の方がピザ焼き体験をしていってくださいました。当日

のご予約もありました。 

 

※23日（木）24日（金）  ピザ焼き体験    
 シーツ等でお世話になっている白ゆりの方がピザ焼き体験に２日に分かれて

お越しくださいました。 

 

※25日（土）     ピザ焼き体験・バブルサッカー利用  10名様 
 小学生の子どもさんと親御さんとで遊びにお越し下さりました。ピザ作りの

時も、体育館からもとってもたのしそうなお声が聞こえてきてました。 

 

※26日（日）     ピザ焼き体験 3名・5名・30名様   
 日曜日３組のお客様がピザ作りにお越しでした。子供さん連れの方ばかりで、

小さい子供さんもいらっしゃいましたが、しっかり作られていましたよ。 

 

※28 日（火）29 日（水）   ピザ焼き体験 16 名様・28 名様  
 香南市の老人クラブの方が 2日続けてお越しでした。皆さんとってもお元

気！「今までピザは食べた事がなかったけんど、うんと美味しかった」と 90

代のおばあちゃんに声をかけて頂きました。 

＜施設利用＞  

※4 日（土） 施設利用・昼食  
 小さい子供さん連れのお母さん達が７組ほどお越し下さりました。２階のお部屋をご希

望でしたので、２階をご用意させて頂きました。小さい子供さん用に机やおもちゃも持っ

て来られていて、ゆっくり過ごして頂けたようです。忙しい子育て中のこういうお友達をお

話しをする時間もとっても大事だと思います。また何時でもご利用くださいね。 



 

※14 日（火）・20 日（月） 会議室利用  
 コスプレイヤーの皆様がそれぞれに楽しまれていましたよ。  

   ＜４月の予定＞   

※1日（土） ピザ焼き体験 2件・バブルサッカー1件・宿泊 2件 

※2日（日） さくら祭り 宿泊 1件 

※4日（火） 宿泊 2泊 1件 

※5日（水） ピザ焼き体験・流しそうめん 1件 

※6日（木） ピザ焼き体験 １件  

※7日（金）  昼食１件 

※8日（土）  昼食２件 ピザ 1件 

※10日（月） 宿泊１件 

※12日（水） 宿泊２件  

※13日（木） ピザ 1件 

※16日（日） ピザ・１件  

※22日（土） 宿泊 1件・ピザ 1件 

※29日（土） 宿泊２１件 

 

         

 

 
※平山っこ 入学 おめでとう 
 東川 山崎 ゆうとくん 

 平山 門田 こうだいくん 

  それぞれ香長小学校へ入学となりました。７日が入学式。今年は桜が満開の頃か

な？ 

  朝はタクシーとバスとは別便になりますが夕方はバスに乗って平山までお姉ちゃん

達と帰ってきます。バスなどでまた一緒になる事もなると思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

  

 平山 門脇ななかさん 

  香長小学校を卒業され４月からは中学生です。ご入学おめでとうございます。ケガ

や事故のないように友達沢山作って楽しい中学生活をお過ごしくだださいね。 

  また色々とお話し聞かせてください。楽しみに待ってます。 



 

※ほっと平山絵手紙展～旧小学校からの便り～ 

 平山地域の方も通っていらっしゃる「絵手紙 なごみの会」さんが作品を沢山お持ちく

ださり、絵手紙展を開催しております。 

 館内のいろんな所に色鮮やかな絵手紙を展示しておりますので、ぜひぜひご覧くださ

い。 

 

 展示期間 4月１５日まで 毎日９時～１７時の間 ほっと平山内 

※平山さくら祭り  

 今年も桜の季節がやって参りました。 

 

 ４月２日（日）さくらまつり 
  12時～15時まで 楽しい時間をみんなで過ごしましょう  

※お花見弁当販売予定  
 今年は「株式会社わらびの」さん・地域のご婦人のお知恵をかり、お花見弁当を作りま

した。いなからしさにこだわってお弁当を作りました。ぜひご賞味ください。 

  

 販売期間 ４月３日～（食材がなくなるまで） 

 価格   1200円 

  前日の午後５時までにご注文をお願いします<(_ _)> 

  ０８８７－５３－２０７６ 

 

 

※売店商品 大募集！ 
今年は桜の開花が遅れたため、お花見の本番はこれから！！毎日お客様がとっても多

いです。お野菜や、小物など 受託販売にはなりますが、お預かりしますので、何かありま

したらお持ちください。お待ちしております。 



＜受付おばさんのつぶやき・・・＞

 
 待ちに待った桜もぼちぼち咲き始め、平山ももっとも素敵な時期になってきました。今

年もきっと綺麗に咲いてくれるのでしょう。＜ほっと平山＞特製のお弁当も出来ました。

ぜひぜひお花見にいらしてください。館内では沢山のこれまた素敵な絵手紙を館内に沢

山貼ってくださってます。こちらも合わせてぜひご覧ください。お待ちしておりますね(^^) 

＜公民館活動より＞  

 例年通りさくらの時期の前のゴミ拾いを行いました。地域の方・青年団・子ども達の参

加以外にも地域外からも沢山の方が手伝いに来てくださり、あっという間に軽トラ一車分

のゴミが集まりました。沢山なんて本当は無い方が良いのだけど・・・・毎年行っているのに、

なかなか減りませんね。残念な事ですが、ゴミを拾い 綺麗になる所を見ている子供たち

はきっと大人になっても拾う人になっても捨てる人にはならないハズ！！小さな事ですが、

子ども達の心に少しでも残ってくれたらよいなぁ。 

 ご協力いただいたみなさん 本当にありがとうございました。 
 

 

 ４月 2日（日） さくら祭り 12時～ 

※運動会 ５月２１日（日）です  

 先月号でお伝えしましたとおり、今年の運動会は５月に開催してみます。５月２１日に予

定をしておりますので、今から予定をあけておいてください！！ 

 こちらも沢山のご参加をお待ちしております。 


