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できる人ができる時にできる事で

こんな事業に取り組みました！
◆エコツーリズム （地域固有の魅力を見直し引き継いでいき、活力ある地域にする活動）
～要害山トレッキングコースの整備～
手間山（要害山）を地域のシンボルとして広く知り、親しん
でもらえるようトレッキングコースを整備しています。コー
スの倒木の撤去や頂上の草刈り、本年度は頂上の西伯
側の立木を伐採し眺望を広げています。

◆グリーンツーリズム（農業体験を通じてふれあいを醸成する活動）
～てま山農園の運営管理～
潮医院南側のてま山農園で夏野菜や玉ねぎを栽培し、さくら
保育園児を招待して収穫したり、見守り世帯にお届けしてふ
れあいを大切にしています。
本年度は南部町の管理栄養士 村上康恵さんによる玉ねぎ
の健康効果やドレッシングの試食会も農園で開催しました。

◆海外ボランティア(JOCA)講演会
青年海外協力協会南部事務所の亀山明生さん
と小椋雄亮さん（県外出身で町内在住）に、モン
ゴルとカメルーンのボランティア活動について講
演会を開催しました。後の質問に講師は、モン
ゴルと日本を足して２で割る生活が良い。南部
町は協議会の組織があり自治がしっかりして良
いと思うが、若い世代の参加が少ない気がす
る。今住んでいる所は車の音がしなく、雨風の
音で目覚める贅沢を満喫している。との感想で
した。住民として地元を見直すキッカケになる講
演会でした。
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28 年度 ダイジェスト
地域一体となった環境美化を
４月～６月 みんなで取り組みましょう
４月１２日
２６日
５月１５日
２９日
３０日
６月 ２日

新旧部員合同会議
第１回評議会
てま山農園/野菜苗の植え付け、支柱立て
第 9 回手間地区ソフトボール大会（公民館部）
第１回地域見守り懇談会（ふれあい部）
おひさま通信第１１号発行（ふれあい部）

７日
１６日

フラワーロード用チェリーセージ苗植（地域づくり部）
手間山お知らせ版第２９号発行（総務企画部）

１９日

エコツーリズム手間山［要害山トレッキングコースの整備］（総務企画部・地域づくり部）

２５日

てま山農園新玉ねぎ収穫体験

２６日

ふれあい勉強会（ふれあい部）

フラワーロード （南部中学校プール向い側から 地域見守り懇談会
田住橋までの小松谷川左岸）

福祉関係の各委員の
情報交換を今年度２回
開催しました。第１回は
「地域の 見守り体制の
充実と連携について」と
題して、健康福祉課長
山口俊司さんの講演。
第２回は「認知症につい
て正しく知ろう」と題し
て伯耆の国 足井壮志
さんの講演。

今年は会見小学校福
祉環境委員の皆さんも
育成に協力してくれ、
育てた鉢は地域の９事
業所で育成管理をして
いただきました。

第９回手間地区ソフトボール大会

ふれあい勉強会
「若さは美しい姿勢か
ら」スポ net 南部運動指
導員 内田恭雅さんの
実技指導

参加８チーム
優 勝：三崎
準優勝：福里
第３位：天萬 1 番組、田住

「癒しのリトミック教室」
国立音楽院南部校
音楽療法士
安田仁美さん、
小林聡子さんの指導
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７月～９月
7月

３日
１７日
２４日
8 月２３日
9 月 ４日
５日
２５日

文化と人を育てる地域づくりを
めざしましょう

手間要害山自然観察会（地域づくり部）
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）
あいみ富有の里ふれあい部との交流会（ふれあい部）
敬老会長寿記念品の作製（ふれあい部）
人権学習推進委員との懇談会（公民館部）
あいみ地区運動会（公民館部）

全日本トライアスロン皆生大会

手間山要害山自然観察会
悪天候で交流会館での
座学に変更しました。
「南部町の生き物講座」
と題し、講師は自然観察
指導員 桐原真希さん

横断幕を潮医院前に
設置し、当日は応援

南部町の注目
すべき生き物ベ
スト３。手間要
害山で見られる
植物など紹介し
て頂きました。

とごみ回収の協力を
行いました。
福里入口の「喫茶 KOKO」前

あいみ地区運動会

サマーフェスティバル in 手間山

あ い み富有の 里地域振
興協議会と共同で開催し
ています。

がんばれー！

南部太鼓、園児の踊り、ストリートダンス。国立音楽
院、住民参加のカラオケ大会、全員でじゃんけん大
会やビンゴゲーム。バザーもあり、大盛況でした。
町内の企業に多数協賛して戴きました。
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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 ６日
９日
１５日
２３日
３０日
１１月 ６日
7日

手間山お知らせ版第３０号発行（総務企画部）
手間地区敬老会（ふれあい部）
教育サポート「あいみふるさと・ふれあいウォーク」（総務企画部）

１月

南部町ボランティアフェステバルへ参画（ふれあい部）
平成２９年度町政に対する集落要望現地確認（総務企画部）
てま山探検隊史跡散策ツアー（公民館部）
区長会

２９日

教育サポート「南部中学校防災訓練」（総務企画部）

３０日

振興区別人権問題交流懇談会人権映画会「あなたに伝えたいこと」
（公民館部）

振興区別人権問題交流懇談会

てま山探検隊

映画「あなたに伝えたい
こと」を視聴後、インター
ネット時代における人権
問題をテーマに一緒に
考えました。

祐生出会いの館副館長
中尾慶治郎氏の案内で
町内の史跡めぐり

へ～ぇ！こんな所
もあるんだなぁ！

手間地区敬老会
町政に対する集落要望現地確認

記念品贈呈。富有の里コーラス、白鳳高校郷土芸能
部、おおしまった真史とかもねぎ弘の皆さんの演芸、
大抽選会、記念撮影を行いました。
はよ～直さにゃ～
いけんなあぁ！

集落からの要望を受け、現地確認し２９年度事業と
して町へ要望しています。また、本年度実施事業の
進捗状況も確認しています。
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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

4日
９日

１7 日
２１日
２5 日
1 月２２日
２９日
２月 ２日
２６日
3 月 ２日
４日
１２日
２４日

環境パトロール（地域づくり部）
第 2 回地域見守り懇談会（ふれあい部）
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）
しめ縄づくり講習会（公民館部）
海外ボランティア（JOCA）講演会（総務企画部）
チャレンジカップ集落対抗バウンスボール大会（公民館部）
おひさま通信第１２号発行（ふれあい部）
視察研修（地域づくり部）
おひさま通信第１３号発行（ふれあい部）
思い出ロード「壁面設置」
（地域づくり部）
環境パトロール（地域づくり部）
思い出ロード「完成披露」（地域づくり部）

歳末助け合い

環境パトロール

健康増進委員 、地域 福
祉委員、民生児童委員の
協力を得て、おこわを調
理し、見守り世帯へお届
けしました。

広域農道も含めた域内
の道路を巡回し、啓発放
送をしながら不法投棄さ
れたゴミの回収を２回行
いました。

チャレンジカップ
集落対抗バウンスボール大会

思い出ロード（手型押し）
じょうずに
おせたかな？

一般A（５０歳未満）と
一般B（５０歳以上）に
分かれそれぞれ競技
しました。
優勝した福里チーム（A、B共）は、手間山代表とし
て２月５日の南部町民バウンスボール大会に出場
し、Aは３位、Bは２位の成績をおさめました。

さくら保育園卒園児（１２名）を対象に法勝寺松花
窯の安藤真澄氏愉理氏指導で手型押しの焼き物
を作りました。愛称描きし、保育園前壁面に設置し
ます。完成披露は３月２４日卒園式終了後です。
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「この町に育って」

南部中学校
平成２８年度卒業生メッセージ

☆あたたかい 笑顔降る町 南部町…赤井 陸
☆自分に自信をもてた…秋田 康稀
☆周りの人のあたたかさ 豊かな自然が美しい すてきがいっぱい南部町…新井 紀磨
☆支えあって人になる、そう教えてくれた南部町…新井 匠
☆地域の人たちの温かさ 自然の豊かさ…井田 汐音
☆人と触れ 自然を感じ 成長できた…岩本 蓮
☆鳥取県や南部町がつまった給食を９年間食べられて幸せでした…因田 衣里
☆多くのことを学べた南部町は僕にとっての学校…宇田川 心之輔
☆地域の人と関わり合い、自分たちの恵まれた環境を実感できる…遠藤 凪沙
☆自然と笑顔がいっぱい南部町…岡田 陸
☆里山は 緑いっぱいね 素晴らしい…小谷 涼奈
☆いつもの帰り道 いつも会う人 いつも通る車 いつもいる猫 いつもある日常に特にすごい
ことがあるわけでもない 特に目立つ特徴がある町ではない でも私の人生で一番大切なもの
をくれた町…高橋 里緒
☆南部町 たくさんの自然と優しさで できている…高橋 玲奈
☆里地里山を大切に…中井 亜美
☆ブッポウソウと緑が多くていい町です…仲田 ひなた
☆たくさんの見守ってくれる人がいるあったかい町 南部町…仲田 萌音
☆自然が豊かで人があたたかい ここで育ってよかった…錦織 香乃
☆誰にでも「こんにちは」「おはようございます」「ありがとう」って…錦織 志乃
☆「大きくなった」「頑張れよ」「元気だな」そんな声かけが私を支え、育ててくれた。ありがと
う。…長谷川 希実
☆あいさつをすると気持ちの良いあいさつが返ってくる すてきな町です…平田 花果
☆「出会った人にあいさつを」心がけてみれば優しさを交感できる心になっていた…広戸 桃子
☆うれしいな 朝起きて窓見ると 鮮やかな木々 心が弾む…福間 純之介
☆自然がたくさん…三原 壮介
☆豊かな自然の南部町…村上 晃都
☆様々な 自然の色と 人のやさしさ…最上 藍子
☆自然を守ろう…安田 利哉
☆悩み事があると山へ散歩に行けたりする。自然があり空気もおいしく人も優しいこの町は、僕は
すごく良いと思います。…安森 尚

背景は手間山頂上から見た大山方面
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