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◆エコツーリズム

電話：ＦＡＸ ６４－３７９０

≪要害山トレッキングコース整備≫

しあわせの青い鳥と言われているブッポウソウが巣箱で子づくりしている様子が見られ
たり、様々な草花が自生している環境の良い要害山へ登頂してみませんか。

◆グリーンツーリズム

≪て ま 山 農 園≫

今年のてま山農園は、地域の人にお手伝い頂いて無農薬野菜を栽培し、ふれあい部員が
独居や高齢世帯等のご家庭へ、新玉ねぎは各集落へお届けしました。

◆教育サポート ≪会見地区ふるさと・ふれあいウォーク≫
南部中学校・会見小学校・会見第二
小学校との合同で、吉持家住宅・雲
光寺・赤猪岩神社の３コースで行わ
れました。地域の人・保護者・振興
区の人が見守る中で、生徒・児童は
お互いを思いやりながら楽しく挑戦
していました。
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４月～６月

地域一体となった環境美化を
みんなで取り組みましょう

４月 ７日
４月１１日
４月２０日
４月２２日
５月１８日
５月２１日
６月 １日
６月 ７日

新旧部員合同会議
「岩舟憩いの館」清掃（公民館部）
フラワーロード植栽準備・種蒔と株分け（地域づくり部）
第１回評議会
てま山農園/野菜苗の植え付け、支柱立て
第１回地域見守り懇談会（ふれあい部）
手間地区ソフトボール大会（公民館部）
エコツーリズム手間山［要害山ﾄﾚｯｷﾝｸﾞｺｰｽの整備］（総務企画部・地域づくり部）

６月１９日
６月２２日

手間山お知らせ版第２３号発行（総務企画部）
ふれあい勉強会（ふれあい部）

フラワーロード

ルドベキア・マリーゴ

てま山農園

ールドの種まき・株分
け、水やり等を部員
で頑張りました。ま
た、会見小２年生の

今年も夏野菜ナス・ト
マト・ピーマン・カボチ
ャの苗の植え付けを
しました。立派な野

皆さんが植栽管理し
たマリーゴールドは９
事業所に展示してい
ただきした。ご協力あ
りがとうございました。

菜が出来るように頑
張りました。今年は地
域の人にお世話にな
りました。

手間地区ソフトボール大会

ふれあい勉強会

ロコトレ・・・身体

勝ったゾ～！

が動かないわ。

参加９チーム
優 勝：宮前二
準優勝：宮前一
第３位：天萬一番組、天萬選抜

西伯病院 木村院長、スポｎｅｔなんぶ 内田恭雅氏
ありがとうございました。
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文化と人を育てる地域づくりを
めざしましょう

７月～９月
７月 ６日
７月 ６日
７月１３日
７月２０日
８月２４日
８月２７日

てま山農園新玉ねぎ収穫体験
ウォーキングロードの清掃（総務企画部）
チャレンジカップ・カローリング大会（公民館部）
全日本トライアスロン皆生大会への協力（地域づくり部）
サマーフェスティバル in 手間山（公民館部）
振興区別人権問題交流懇談会人権映画会「旅立ちの日に」（公民館部）

９月
９月

敬老会記念品の作成（ふれあい部）
東西町地域振興協議会 福祉部との交流会（ふれあい部）

７日
９日

９月２８日

あいみ地区運動会（公民館部）

ウォーキングロードの清掃

トライアスロンへの協力

ゴミはここに

地域の皆さん

入れてね～

のご参加あり
がとうござい
ました。
頑張ってネ!

皆さんウォーキングロードを知っていますか？ 山陰合

おぉー！

同銀行会見代理店前から大袋橋までですよ。

チャレンジカップ・カローリング大会

サマーフェスティバル in 手間山

賞品をもらっちゃ
いました～!

今年初めて開催のサマーフェスティバル in 手間山。
さくら・ひまわり保育園・会見小学校児童の皆さん、
優勝チーム
米原弘子さん、堀江慶子さん、長谷川ユキ子さん

南部太鼓・国立音楽院・バンドの方々に参加してい
ただき、盛会となりました。ありがとうございました。
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まなびでふれあう地域づくりに
みんなで取り組みましょう

１０月～１１月
１０月１２日

交通安全の集い in 手間山（総務企画部）

１０月１２日

手間地区敬老会（ふれあい部）

１０月１７日

手間山お知らせ版第２４号発行（総務企画部）

１０月１９日

史跡散策ツアー第６弾（公民館部）

１０月２６日

南部町ボランティアフェステバル参加（ふれあい部）

１０月２７日

御内谷線存続委員会 バス停の清掃

１１月 ２日

平成２７年度集落要望現地確認（総務企画部）

１１月１９日

第 2 回地域見守り懇談会（ふれあい部）

１１月３０日

環境パトロール（地域づくり部）

史跡散策ツアー

交通安全の集い in 手間山

今回は「写真でたどる昭
和の会見町（手間地
区）」をテーマとし、わか
とり国体炬火リレー引継
ぎ式場所～手間市跡～
法勝寺電車手間駅跡～
手間小学校跡～法勝寺
電車大袋鉄橋跡～会見
町役場跡・会見町公民
館跡などを巡りながら、
クイズをしたり、当時の
思い出を話したりの楽し
いツアーでした。

手間地区敬老会会
場前で、出席者の
皆さんに 天万 駐在
所の田原巡査長と
部員 が、交通 安全
啓発チラシと反射材
をお配りしました。

交通安全キャンペーン
でかけるときは明るい服装で、
車に気を付けてくださいね。

地域見守り懇談会

南部町ボランティアフェスティバル参加

相談ごとがあ

美 味 し いソ バ が でき
ました。如何ですか？

ったら近くの
委員さんへ・・

今年も赤猪岩ソバの出店でボ
ラフェスに参加しました。ふれ
あい部員はじめ延べ１６名に

各委員さんと関係者合計３５名で開催しました。会長あ

協力頂き、今年も完売しまし
た。 ありがとうございました。

いさつの後アニメドラマ「探梅～春、遠からじ」を観賞し、
分科会に入り近況を話し合いました。
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支えあう福祉の地域づくりを
めざしましょう

１２月～３月
１２月１３日
１２月１３日
１２月１８日
１２月２１日
１月２５日
２月 ８日
２月２２日
２月２５日
３月２５日

教育サポート「南部中学校防災訓練」（総務企画部）
歳末助け合い（ふれあい部）
思い出ロード「手型押し」（地域づくり部）
しめ縄作り講習会（公民館部）
リサイクル研修会「考えてみませんか？くらしと環境を…」
（地域づくり部）
ソフトバレーボール大会（公民館部）
平成２６年度集落要望最終確認（総務企画部）
振興区別人権問題交流懇談会人権映画会「風のひびき」
（公民館部）
思い出ロード完成披露（地域づくり部）

歳末助け合い

しめ縄づくり講習会
総人数３５名。
年々参加者が多くな
り、楽しく話しなが
ら、立派なしめ縄が
出来ました。

美味しい「てまやまおこわ」
約２００食が出来あがり、対
象の皆さんにお届けしまし
た。

お元気な顔を見て

宮一の三鴨章司氏、三鴨千寿氏、板持秀氏に指導
していただきました。ありがとうございました。

安心しました。

教育サポート「南部中学校防災訓練」

思い出ロード（手型押し）

卒園式の日にお披露目です。
どうぞお楽しみに！

教育サポート「南部中学校防災訓練」が震度６強の
地震発生を想定し実施されました。今回は地域ごと
のワークショップをして、それぞれの通学路の危険
個所を大人と生徒で話合い確認しました。
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もうすぐ１年生
ヨロシクネ！

約１５名の参加で、寺内地区の上地区で行われまし
た。今年係りの人が、のぼり、お酒、漬物などを準備
されました。１１時半のサイレンを合図に恵方の方向
に倒して終了しました。
「とんどさんの竹で竹箸を作ると１年間無事に過ごせ
る」と地区のおばあさんが言っておられました。

昨年１２月上旬、町の補助によって有志に
より竹林整備事業に着手し、環境と竹林の
整備に尽力しました。今年１月に終了しまし
たが、今後も竹林の管理、里山の環境保全
に努力してまいります。また、タケノコの活
用も考えています。

２月１日、農業者トレーニン
グセンターで初めて開催され
たバウンスボール大会へ協
議会として参加しました。
他の協議会の方々との交流
も図れ、楽しい時間を過ごし
ました。

☆だれにでも元気なあいさつをしよう。
☆なんでもすぐにあきらめずに努力してください。
☆今年に入ってくる一年生の手本としてがんばってください。
☆勉強がだんだん大変になるけど、めげずにがんばってください。

☆前を見て かならず光が見えてくる。
☆毎日の努力の積み重ねで成功に近づく。
☆心からのあいさつできると良い気持ち。
☆住ごしていこう、笑顔を絶やさず明るくね。
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