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さくらの里だより 100 号を記念して
会長 内藤 眞哉
平成 19 年 7 月 19 日設立記念号が発行されて 100 号を迎えました。
早いもので、協議会が発足して丸 6 年が経過し、今現在 6 年と 3 カ月になりました。
協議会のスローガン『未来に活かそう あなたの力 地域の力』
『目指そう！みんなで決める まちづ
くり』のもと、平成 21 年から 25 年までの地域づくり 5 カ年計画を策定し、それを基に年次事業を実
施してきました。その内容は「協議会だより」74 号からは「さくらの里だより」に掲載し皆さまにお
知らせしてきました。
「さくらの里だより」は地区の皆さんと協議会を結ぶ懸け橋と思っています。こ
れからの協議会は初心を忘れず歴史と文化を継承し、地域の連携と活性化を図り、平成 26 年度からの
新たな 5 カ年計画を策定し、住民参画の地域づくりを目指します。どうかよろしくお願いします。

総務企画部

ふれあい部

皆が助け合い、協力し安心して暮らせる地域づくり
を目指していますが、それには皆様の意見を積極的に
取り入れ、的確な情報を提供し、各部の連携を密にし、
一度は協議会活動に参加いただけるようにしたいと思
います。（部長：牧野）

時に悩んだり、もどかしさを感じつつも皆様の笑
顔に出会うたびにお手伝いできる喜びをかみしめて
います。これからも皆様と一緒に「今」必要な情報
を得、学び、地域の絆を深めていきたいと思います。
ご協力よろしくお願いします。（部長：塚田）

総務企画部 役員
左から
事務長：蔵光 辰也
部 長：牧野 孝
副部長：板 利喜夫

法勝寺地区
地域振興協議会
総務企画部

おかげさまで設立記念号から 100 号を迎えました！
そこで今回は協議会の「これまでとこれから」をテーマに特集を組んでみました。

ふれあい部 役員
左から
事務長：藤田 伸子
部 長：塚田 京子
副部長：白川 ひとみ

生涯学習部

地域づくり部

生涯学習部は振興協議会発足前、法勝寺地区地区公
民館の事業（体育部・文化部）等を引き継ぎ、少しず
つ内容もグレードアップしております。今後も子供さ
んからお年寄りの方まで幅広く参加して頂ける様な事
業内容を計画して皆様方が楽しんで健康な体づくりに
少しでも役立てたらと、意気込んで事業を展開してま
いります。（部長：松浦）

地域づくり部では、小学生向けに野菜や米づくりと
いった農業体験学習の支援をしています。児童達は、
近年家でも体験することのない農作業を通じて、生育
や収穫そして食べる喜びを感じているようです。
（部長：加納）

生涯学習部 役員
左から
事務長：増田 伸一
部 長：松浦 文紀
副部長：松本 美十志

地域づくり部
左から
事務長：安達
部 長：加納
副部長：松川
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鳥取県西伯郡南部町法勝寺 341 番地
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編集後記
稲穂かおる忙しい時期に、皆さんのご協力により、す
てきな 100 号になったのではないでしょうか。これからも
笑顔を届けていければと思いますので楽しみにしてくだ

http://blog.zige.jp/sakuranosato/
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平成 25 年 10 月 17 日発行

報

さい。
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平成 19 年 7 月設立

裾野を広げた活動を
「さくらの里だより」100
号の発行おめでとうございます。
法勝寺地区地域振興協議会は
発足以来 7 年目を迎え、平成 20
年度にそれぞれの集落で「集落づくり計画」
がまとめられました。
これを土台に法勝寺地区全体の計画書が作
成され、平成 21 年度から地域づくり計画の
実践が開始されました。
この 5 年間を集約して更に特色や課題を生
かして地域づくりを進めて頂きたいと考え
ます。
今後とも、活動の裾野を広げ更なる奮闘を
ご期待申し上げます。
小倉

勇

さん

（初代会長）

絆を深めて
協議会の組織に参加して
改めて役員・部員さん達の積
極的な取り組みのお蔭で諸
活動が進展していることを
実感しました。
世代間を越えた交流で賑わう「グラウンド
ゴルフ大会」、多くの子ども達が楽しむ「魚の
掴み取り」、小学校の児童達にとっては貴重な
「農業体験」など、楽しい行事が沢山ありま
す。
ブロック代表の部員さん方の呼びかけに協
力し地域住民の絆を深め、より明るく元気の
よい法勝寺地区地域振興協議会にしましょ
う。
坂口

（記：総務企画部 蔵光昭雄）
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允司

さん（2 代会長）

各事業に参加された方に、3 つの質問をしてみました。

① この協議会があったからこそ体験出来たこと。
② これからの協議会に望むこと。
③ 協議会にどのように関わっていきたいと思い
ますか？

【野菜作り研修会】
（地域づくり部）
①

農業大学校での視察

同じ集落の人に誘って頂いて野菜作り視察研修会に参
加させて頂きました。私もささやかながらも、まごこ
ろ市に花と野菜を出させて頂いていますが、規模の大
きさにびっくりしました。
② 私は花作りに関心がありますので、花の研修会があっ
たら良いなと思います。
③ 現在は仕事をしていますので、なかなか時間が取れま
せんが、将来的には花・野菜作り関連の事で何か自分
に出来ることがあったらお
手伝いさせて頂きたいと思っています。
細田 信子さん （道河内）

•友人の紹介です。大きな家だから私
も住めるのでは？と思ったので。

住み心地はいかがで
すか？

•ご近所さんがとても親切で助けられ
ています。この瞬間のために生きて
るなぁと感じる程、心地よい風が吹
いています。最高です！

南部町に望むことは
何ですか？

•緑豊かで魅力的な場所（キャンプ場
周辺）でマルシェ（市場）やコンサ
ート・ピクニック等楽しい利用方法
を模索してみてはどうでしょうか。

何故、南部町（戸
構）を選ばれました
か？

•土地を探していて、不動産屋さんが
紹介してくれた場所にピピピっと来て
選びました。

森田さやかさん
（シンガーソングライター）
平成 24 年の 11 月から馬佐良を拠
点に全国各地を巡り、その美しい歌
声で人々の心に癒しと元気を届け
ていらっしゃいます。

【法勝寺町交流会】
（地域づくり部）
①

何故、南部町（馬佐
良）を選ばれました
か？

街中では田畑が無いため、食物の育て方などを知る機会が

ありませんでしたが、この協議会との交流のお蔭で直接土
に触ったり収穫する喜びも体験出来て良かったです。また
幅広い年齢の方々と一緒に参加出来て楽しかったです。
② 米子の法勝寺町においても様々なイベントをしていますの
で、是非足を運んでみて下さい。それから、軽トラ市が大
盛況なのでもっと回数が増えると嬉しいです。
③ これからも年間を通じて様々な食物の栽培から収穫まで
一緒に体験していきたいです。また、南部町さんの伝統的な
一式飾りや子ども歌舞伎を一緒に出来たらと思います。

住み心地はいかがで
すか？
桐原真希さん
（自然観察指導員）
平成 15 年の 9 月に家族で I ターン
して来られ、町内自然界のエキスパ
ートとして活躍中です。

来海

身近な健康に関するテーマで講習会・講演があり良か
ったです。日頃より注意して生活することの大切さを
感じました。
これからも多くの講習会を開催して欲しいです。
積極的に参加して健康維持に努めたいです。
荊尾 裕子さん （福頼）

「しあわせ」での腰痛予防体操

設立記念号が発行された平成
19 年 7 月に産声を上げた凛太朗
くんに聞いてみました。

若菜さん

【ふれあい福祉健康講座】（ふれあい部）

②
③

今夢中になってること・好きなことは何ですか？
最近ついにコマ無し自転車に乗れるようになりました。嬉しくて面白くて
登園前・登園後と、毎日乗っています。上達したらおじいちゃんとローソ
ンに買い物に行くのを楽しみにしています。それから、算数が好きです。

いちばん楽しいことは何ですか？
白い紙を何重にも折り、丸を描いてお金を作ることです。

将来なりたいものは何ですか？
まだ考え中です。（*^_^*）

板

欲しいものは何ですか？
3DS です！サンタさんにお願いしようと考え中です。
－2－

•南部町が持つ歴史・文化・民族・自
然の情報をまとめる公的機関を作り、
町民みんなが共有できるような拠点づ
くりを望みます。

ちまき作り

法勝寺商店会

①

南部町に望むことは
何ですか？

•贅沢な限りです。学校・公的施設が近
く有りがたいです。地区の皆さんから
も温かいご配慮をいただき、里山の生
き物達の賑わいが豊かな場所で子育て
出来るご縁に大感謝です。

－5－

凛太朗くん

幼稚園の年長さんになりま
した。2 人の妹がいる優しい
お兄ちゃんです。

