ＹＯＵ遊だより

７ 月 日 か ら４ 日間 、「 子
ども農山 漁村交 流プロ ジェ
クト」を開催しました。
今年は 、防府 市の向 島小
学校の４・５年生の 人が
俵山を訪ねてくれました。
恒例の 湯町地 区の散 策か
ら始まり 、そば 打ち・ 農業
体験・河 川プー ル周辺 での
川遊び・ 能満寺 山の山 歩き
など、俵 山の自 然・人 情に
たっぷり 触れて もらえ た４
日間でした。
地域の 方々に はたく さん
お手伝い 頂いて 、心よ り感
謝申し上 げます 。あり がと
うござい ました 。また 、今
回お声か けでき なかっ た皆
様には、 今後、 お願い 申し
上げる機 会があ ると思 いま
すので、 その際 には、 よろ
しくお願いいたします。
向島の 人は、俵山での
楽しい思 い出を 胸に帰 って
行きまし た。ま たいつ か俵
山のこと を思い 出して くれ
ることと思います。
２３

（Ｔ・Ｎ）

パン作り体験

浴衣を着て
歌舞伎体験

川遊び体験

俵山の山水体験

冷てぇ～！

楽しいね！ そば打ち体験

切って……

伸ばして……

こねて ……
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今年も子どもプロジェクト開催しました

２４

２３

向島小学校の子どもたちの体験の様子は、ブログ 「子ども農山漁村交流プロジェクトｉｎ俵山」

アドレス http:/ /plaza.rakuten.co.jp/uugreen に掲載しています。是非、ご覧ください！

「里山ステーション俵山の
施設での取り組み」というテー
マで、里山ではどのようなこと
をしているのか勉強する為に、
俵山小学校３・４年の子ども達
名が７月６日に来所。
子ども達は、１年前にも見学
に来てくれたことがあります。
その頃と比べて、どんな変化が
目に映ったのでしょうか…。
また、子ども達はしゃくなげ
園のＣＭも作成したようで、
ＤＶＤが里山にあります。朝市
でも放映しますので、是非見に
来てくださいね。
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（ Ｙ・Ｈ ）

７月 20 日、子ども達が待ちに待った
河川プール開きが行われました。
ゆうゆうグリーン俵山からは、ゆずき
ちかき氷を来賓の方や子ども達におもて
なししました。。当日は気温も高く、ゆず
きちのさわやかな酸味と冷たい氷が渇い
たのどをうるおしてくれ、来賓の方々に
も「暑い夏にはピッタリ！」と
大好評でした。
（ Ｈ・Ｉ ）

日 に は、 ど んぐ り
グ ル ー プ の 体 験 。そ し
て、 日には 、神戸か
ら 長 門 の 親 戚 宅 へい ら
し た ご 家 族 と そ の親 戚
の方５名が体験。初めて
ということでしたが、上
手にできて、とても良い
夏 休 み の 思 い 出 にな っ
たと
満足
して
帰ら
れま
した。

（Ｔ・Ｍ）
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２３

試食会参加
里山ステーション俵山では、食事を作
ることが困難なお年寄りにお弁当を配
達しています。その食材調達の業者主催
の試食見学会に参加しました。スタッフ
は、各メーカーの新商品紹介を聞いた
後、試食させてもらって、今後のお弁当
作りに使えるか吟味していました。
また、今回ＮＰＯでは、アンケートを
実施して、さらに美味しいお弁当を作る
べく頑張っています。一般の方のお弁当
注文も受けていますので、ご予約お待ち
していま～す。 （Ｙ・Ｈ）

７月８日に仙崎子供会
が体験。子どもと保護者
を合わせて
名の参加
者は、賑やかにそば打ち
を体験し、自分の打った
そばでおいしく食事。食
後は、川遊び等で楽しく
過ごされていました。

大盛況！そば打ち体験
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ワンナイトディサービス
ワンナイトディサービスの 2 回目が、7 月 12 日
13 日とあり、5 人の方が参加されました。
今回は、湯町にあるお薬師住職の山本さんにお話
をしていただきました。ご住職に煎茶を頂いた後、
ご一緒に湯町を散策。温泉に浸かって、夕食を摂り
ました。「いつも独りで食事して寝るだけだけど、
こういうのもたまにはえぇ～ね」と楽しく話しなが
ら、おいしく食事されていました。 （Ｈ・Ｍ）

俵山地区の皆様には、アンケートへのご回答、ならびに回収にご協
力いただきまして、誠にありがとうございました。
子どものこと、俵山のこと、これからのこと等、様々な視点からご意見
を寄せていただきました。頂戴いたしましたご意見は、皆様にご覧いた
だけるように、まとめたものを里山ステーションに準備しております。
是非、お立ち寄りください。 （ 事務局 ）

アンケート回答数：８９６人

NO

1

設

問

選択肢

3

4

（人）

小学生

20

中学生

29

高校生

28

18～29 歳

44

30～49 歳

136

50～64 歳

257

65 歳以上

381

あなたの年齢を教えてください

その他
2

回答数

1

男性

421

女性

472

いる

175

いない

715

統合に反対

266

あなたの性別を教えてください
家族の中に、小学生または中学生が
いますか

どちらかといえば反対
あなたは、俵山中学校を廃校にして
深川中学校と統合することに関して、 どちらかといえば賛成
どう考えますか
統合に賛成
その他

311
173
123
23

しあわせ
くらぶ

七夕の日は、あいにくの
曇り空でしたが、七夕飾りの
短冊にいろいろな願い事を
書きました。
願い事…叶うといいですね♥
（Ｈ・Ｍ）

猛暑におすすめ！
ゆず茶

は里山ステーション
で好評販売中です。
小：580 円 大： 880 円
ゆず茶＆マーマレードセット
1,000 円

８月 10 日（金）～ 21 日（火）まで、農業体験・俵山地域の視察・民泊を通して、地域の方々との
交流体験を予定しています。私たちを見かけたら、気軽に声をかけてください！
私は、ゼミの海外フィールドワークや国際交
流サークルの活動を通し、海外文化と共に国
内観光の発展に関心を持つようになりまし
た。インターンシップを通して、長門市の方々
と交流できる貴重な体験を大変楽しみにして
おります。一生懸命頑張りますので、どうぞ
よろしくお願いします。

立教大学

檜垣佑美子さん

こんにちは。
２週間大好きな自然に
囲まれながら、精一杯
頑張りますので、よろしく
お願いします。

立教大学

高橋佳乃子さん

今回、男性は私一人です
が、女性陣に負けないよう
に全力で頑張ります。期間
中、よろしくお願いいたし
ます。

東京理科大学

須賀啓さん

公演チケット取扱中！
７日（火）：子ども会そば打ち体験
9～10 日 ：ワンナイトディサービス
10～21 日 ：インターン大学生受入れ
12 日（日）：里山朝市
15 日（水）：湯町納涼祭
29 日（水）
：県インターン生そば打ち体験

里山ステーション
連絡先

住 所
ＴＥＬ
ブログ

：
：
：

里山ステーション内で《ルネッサながと》と《ラポール
ゆや》の公演チケットの取扱いをしています。

お気軽にお問合せください。
「明日の幸福」
８月：ﾗﾎﾟｰﾙ

（若尾文子・西郷輝彦他）

８月：ﾙﾈｯｻ

長門市俵山大羽山 4497 番地
0837-29-5070
ＦＡＸ ：
http://www.tawarayama.jp

8 月 25 日（土）
8 月 26 日（日）
開演 13：30
１階席
6,500 円

0837-29-5071

