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道路サポート
ご協力のお願いです
春秋の年２回、通学路
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ご協力をお願いいたし
ます。
日時
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この日は、俵山地区発
展促進協議会による頭
振公園の草刈作業が午
前８時から行われます。
参加できる皆さまに
はご協力のほど、重ねて
お願いいたします。
（事務局）

国籍の学生を受け入れてき

小雨の栗拾いだったけど、みん
なたくさんとってたよ！
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これからの予定
10/28㈰
11/3㈯
11/4㈰
11/6㈫
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ながとふるさとまつり（長門市総合公園）
頭振公園清掃＆道路サポート（頭振公園集合）
俵山地区民文化産業祭・敬老会（俵山小学校他）
東深川保育園豆腐作り体験（俵山公民館）
里山朝市（里山ステーション）
朝市の朝がだんだん寒くなってきました。10 月の朝市のお野菜は、
小松菜、ゴボウ、ネギ、サツマイモ、里いも、栗、玉ねぎ、ゴーヤも
ありました、加工品もジャム、漬け物、からし漬けに干し椎茸、野草
茶、ぎんなんが並んでいました。次回はどんな野菜があるのかなぁ。
季節で野菜も変わってくるので、毎回楽しみにされて来られるお客様
も多いです。
生産者さんと直接、話ながら購入できるのも楽しいですよ。
お野菜の他にも手打ちそば、ピザもあります。新米おむすびも！

11/13㈫
11/17㈯
11/24㈯
11/25㈰
12/1㈯

秋葉祭り（俵山八幡宮）
ONSEN ガストロノミーウォーキング（大羽山～郷～黒川）
山口県移動サービスネットワーク交流会（温泉閣）
ながとブルーオーシャンライド with 秋吉台（里山エイドステーション）
広島三次市川西自治会さま視察来俵（里山ステーション）
市町村運営有償運送運転者講習会開講（里山ステーション）
事務局より ～赤崎山桟敷集会に思う～

大学生インターン事業は、９月２７日の研究発表を
終え無事終了、私たちに多くの思い出を残して帰って
行きました。ありがたいことに、毎年訪れてくれるの
は良い学生ばかりです。
彼女たちの未来に多くの幸がありますように。

１０月１７日、小学校教育プログラムのひとつで
あり、２０年超の歴史を重ねるこの行事。この日は
深川小のほか、俵山小、向陽小の児童も加わって、
賑わっていたと保護者から伺いました。総勢およそ
５７０名。これは俵山のこどもたちが、ふだん体験
することの無い大所帯。
俵 山 中学 校が 閉校 して ３年 が 過ぎ よう とし てま
す。校舎はそのまま。耐震化の問題で実現は困難か
もしれませんが、桟敷集会のような小学校共同行事
が、旧俵山中学校校舎でできたら、と、思いました。
わんさか集まった楽しさを、この年ごろの子に経験
させてあげたい。文化祭とか、ちびっこ商店街とか
（松岡慎治）
できんかねえ！

今年も大団円インターン事業

