ＹＯＵ遊だより

３月
名

日、ピザ作り体験と木屋川自然観察をテーマに、イベントが

で体験してもらいました。

里山ステーションでは、石窯で焼くワイルドピザ作りを参加者

行われました。

１０

など、嬉しい声を聞くことが出来て、スタッフ一同喜んでおります。

ションでした。帰られる 際には、「美味しかった よ」「楽しかった」

の石にペイントをした りと、一日が大忙 しで、賑やかな 里山ステー

た。他にも、どんぐり さんによる、竹炭 でペンダント作 りや、河原

特産の自然薯など盛り だくさんで、ワイ ルドなピザが出 来ていまし

木屋川流域で採集した 、つくし、ふきの とうに、鹿肉の 燻製、俵山

皆さん、美味しいピザを焼こうと一生懸命。トッピングには、俵山

あり、子どもから大人まで、幅広い年齢層の体験が企画出来ました。

ました。家族連れの方 や、湯の家からも ８名の子どもさ んの参加が

参加者には、防府や宇部、下関の方から参加した方もいらっしゃい
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（Ｈ・Ｉ）

３月

日は、

時から

時に広島 佐伯市

より視察に来ら れ、また

１４

した

（Ｙ・Ｈ）

りと、終日、忙しく充実した一日で

は立石 先生 の講演 を聞 きに 行った

１９

１０

2013 年 ４月号

俵山
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グリーン

ゆうゆう

発行：ＮＰＯ法人ゆうゆうグリーン俵山

水仙が見ごろの里山ステーション
に、3 月 4 日、周南市鹿野から

『渋川をよくする会』21 名のお客様が来られ、NPO からは藤野理事、伊藤副理事長、林の３名が視察交流
会に参加しました。

まず、ゆうゆうグリーンの活動について説明した後、施設案内で加工センターの施設を見学させて頂き、お

昼は地産地消の里山弁当を食べられました。午後からは、俵山を案内させていただくガイド役に、温泉合名会

社の河内マネージャーにお願いしたところ快く引き受けていただき、名ガイドに皆さんも俵山を十分満喫され
た様子でした。

渋川をよくする会の方々は、料理や加工品、竹細工や農業など、各々の特技を生かして、体験を受入されて

いるところなので、こちらもたくさん学ばせて頂きました。これからも、他の団体との交流を続け、ゆうゆう
グリーンも益々前進していきたいと思います。（Ｈ・Ｙ）

３月

日、ＮＰＯの主催で、頼田

をいただきました。

す。気持ち良かっ た～」という 感想

ジに感激！」
「音響も照明もすごいで

からは「体育館と は思えないス テー

していただきまし た。出演され た方

ののどと素敵なス テージ衣装で 熱唱

は山口市からも出 演いただき、 自慢

ただいた「カラオケコーナー」。遠く

まず始めに、一般 の方にご参 加い

て演歌コンサートを行いました。

悠李さん・谷口修 三さんをお迎 えし

２４

３月５日、美祢市 にある『森 の駅』にピ ザ体

験に行きました。 参加者は里山 スタッフか ら４

名、どんぐりの会 から４名の計 ８名でした 。午

後２時過ぎに里山 ステーション に集合し、 森の

駅に出発、３時に は到着して、 最初に担当 者の

方 か ら 材 料 の粉 の 分 量や 作 り 方の 説 明 を 受 け

て、実際に生地を 作りました。 生地が発酵 する

までの間、その施 設内の見学を したり、付 近の

散策をしました。 その後、発酵 した生地を 延ば

してトッピングを し、手作りの ピザ窯（名 前が

ダースベーダー窯 と言うそうで すが…）の 中に

一皿づつ入れて、 ２～３分で美 味しそうな ピザ

が出来上がりまし た。皆で楽し く試食をし て、

帰路に着きました 。これから里 山でも本格 的に

（Ｈ・Ｍ）

ピザ作り体験を始 めるので、と ても良い勉 強に

なりました。

続いて、歌手のお二人によるステー

ジ。ご自身のオリジナル曲の合間に、

懐 か しの 昭和 歌謡 やグ ルー プサ ウ ン

ズの名曲なども熱唱していただき、大

変盛り上がっていました。生バンドの

演奏もおおいに会場を沸かせました。

ス テ ージ を降 りて 客席 の方 へ来 ら れ

歌われるサプライズもあり、とてもフ

ァンサービス満点のお二方でした。

当日は少し肌寒い日でしたが、多く

の方に足を運んでいただき、本当に感

（ Ｋ・Ｍ）

謝の気持ちでいっぱいです。ありがと

うございました。

日

七重区の休耕田に、ブルーベリー の植え付けを行いました。

4 月より、多目的交流広場の指定管理を、ＮＰＯが受けることが決まり
ました。皆様には、又、いろいろとお願いすることがあると思いますが、
その際は、ご協力をよろしくお願いいたします。

３月
これは、棚田の保全事業の補助事業を基に行ったもので、当日は、地元の方
本のブルーベリーを植え付けました。

や俵山中学校のボランティア部の生徒さん、下関市立大学の学生さんにもお
手伝い頂いて、約
ゆうゆうグリーン俵山では、今後も地域の休耕田の活用対策の取り組みを
行っていきます。声掛けをさせて頂くことがあるかもしれませんが、その際
（Ｔ・Ｎ）

日。川を挟んだ俵山小では、卒

非見てくださいね。

（Ｈ・Ｍ）

送もある と思 います ので、是

３０

７０

には、よろしくお願いいたします。

小春日和の３月

日です。見損ねても、再放

ほっちゃ ＴＶ の放送 は、３月

味しいと大好評でした。

て、出来上がり。取材に来られたスタッフにも、美

窯に入れて、待つことしばし。いい匂いが立ち込め

クレソン・椎茸等）をふんだんに使った特製ピザを

トッピングに俵山の食材（鹿の燻製・自然薯・筍・

ラを前にドキドキです。

た。取材に来られたのは、ほっちゃＴＶ。ＴＶカメ

ーとして始めた「ピザ作り体験」の取材がありまし

業式が行われた日に、里山ステーションで新メニュ

１９

１７

今回のデイの講師は、

しあわせ
くらぶ

ある時は、里山スタッ

今回は、3 月 14 日、15 日に

フ、またある時は･･･の
あの方でした。

実施し、６名の方たちが参加されました。
今回のメインは、ワンナイト参加の方たちのリクエス

あの方って誰かおわかりに
なりますか？

トで、コーラス体験♪（カラオケ）でした。皆さん、最
初は、恥ずかしがっておられましたが、みんなで「きよ

昨年度、公民館の生きがい大学で、講座の講

しのズンドコ節」を歌ったり、YMCA の振り付けをし

師を３回されて、参加者の方々に大好評！皆さ

たりして、楽しい時間を過ごしました。

ん、次の講座が待ち遠しかったとか。

その後、温泉に入って、旅館の心温まる料理を頂きまし

もうおわかりになりましたか？

た。皆さん口々に、「やっぱり俵山が良いね、又、来た

そうです。黒川の河内純介さんです。デイの利
用者さんに、わかりやすく楽しいお話をされ、

いね」と言われていました。
今年度は、これで終わりです。ワンナイトで講師にな

みんな、河内さん

って頂いた皆さん、

の話に聞き入られ

宿泊でお世話になっ

ていました。

た皆さん、ご協力あ

（Ｈ・Ｍ）

りがとうございまし
た。

「ＮＰＯ法人ゆうゆう
グリーン俵山」では、
現在、会員を募集
しています。
なお、現会員様の更
新手続き受付中で
す。今年度も引き続
き、よろしくお願いい
たします。

★正会員

★賛助会員

（Ｈ・Ｍ）

★正会員にご登録いただくと …
活動予定をメール等でお知らせいたし
ます。ご都合がつけば、共に活動して
いただき、催しによっては、多少の日
当が出ます。

個人：入会金

1,000 円

年会費

1,000 円

団体：入会金

10,000 円

年会費

10,000 円

個人：年会費

1,000 円

★賛助会員（趣旨には賛同するが、活動
はお任せするという方）にご登録いた
だくと …

団体：年会費

10,000 円

ゆうゆうだよりを差し上げます。
（地区
外の方には、お送りいたします）

14 日（日）

ＴＶの「笑点」でもおなじみの
軽快なトークが楽しめます。
笑いのツボに はまりそう…。
是非、聞いてみられませんか。

里山朝市
８時～開催

20 日（土）～21 日（日）
俵山温泉祭りで
そば屋

開店！

＊開店時間

10 時～

＊場

湯町

所

亀屋駐車場

里山ステーション
連絡先

住 所
ＴＥＬ
ブログ

：
：
：

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

0837-29-5071

