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年 頭 所 感

には選手を始めサポーター

事で３月には視察団、９月

となる事が決定致しました

カナダチームのキャンプ地

ールドカップも開催され、

さて、本年はラグビーワ

謝いたしております。

事、スタッフ一同心より感

のご協力の賜物とＮＰＯ理

もひとえに俵山地区の皆様

える事が出来ました、これ

事業やイベントも無事に終

て昨年行いました数多くの

事業を展開してまいりたい

泉とも協働し解決に向けて

進協議会や公民館、俵山温

題を洗い出し、俵山発展促

の変革も図りつつ地区の問

本年はＮＰＯの運営体制

ていない様に思われます。

納得のできる成果は得られ

してきましたが、まだまだ

るための様々な事業を展開

コミュニティーの強化を図

街づくりを目指して、地域

して住み続けたいと思える

俵山地区住民の皆様が安心

きます。

上げ年頭の挨拶とさせて頂

どうぞよろしくお願い申し

もゆうゆうグリーン俵山を

ございませんでした、本年

てしまいまして誠に申し訳

お願いばかりの文章になっ

年頭の挨拶と申しながら

ようと思いますので皆様の

ても何かイベントを企画し

てなしは勿論、ＮＰＯとし

長門市や俵山全体でのおも

事スタッフ一同、誠意を持

ながらではありますが、理

ように試行錯誤を繰り返し

る事なく活気を取り戻せる

育ったこの俵山を衰退させ

ておめでとうございます。

回を数える「ふ

ご注

す。次回も俵山発の「ふる

いる方々のパワーを感じま

地元で頑張って活動されて

生まれている商品もあり、

品も多いのですが、新しく

らぬ安定した、愛される商

れます。もちろん長年かわ

インナップの多さに驚かさ

みると、俵山産の商品のラ

こうしてあらためてみて

ありがとうございました！

文頂きました皆様、本当に

る事がで きました

２月１０日に無事に発送す

るさと宅配便」、暮れの１

今回で

ふるさと宅配便

理事長 村田 保

や取材陣等、多くの人が俵

平成最後の年、そして新

お力をお借りすることにな

って活動を行ってまいりま

!!

山を訪れることとなります。 と思います。私達の生まれ

元号元年となる記念すべき

るかもしれませんのでその

す。とは申しましても私達

俵山地区の皆様、ＮＰＯ

２０１９年の輝かしい新春

節にはご協力の程宜しくお

会員の皆様、新年明けまし

を迎へ一言、ご挨拶を申し

だけの力では到底なしえる

しくお願い申し上げます。

皆様全員の御協力を何卒宜

いますので俵山地区住民の

事の出来ない事も多々ござ

願い致します。

グリーン俵山はこれまでも

なる年です、私達ゆうゆう

に本年は色々な事が新しく

冒頭にも申しましたよう

上げます。ＮＰＯ会員、俵
山地区の皆様には平素より
当法人の活動にご理解、ご
協力を賜り厚く御礼申し上
げます。おかげを持ちまし
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ふるさと宅配便まんぷくセットに
同封のお品書（右画像）／鳥取視
察の参加者（写真左）

さと宅配便」にてどんどん
ご紹介できるよう発信して
いきます。

ながとブルーオーシャン
ライド with
秋吉台
ブルーオーシャンライド
が昨年１１月２４日に開催

行列ができるほどの混雑で

はビュッフェ皿を取るのに

１３時過ぎの最大ピーク時

に、私どもはデマンド交通

な生活を継続してゆくため

通手段を失った住民が快適

業の説明がありました。交

然の中で過ごす自然の幼稚

過ごす施設や、１日中、自

お年寄りと幼児が一緒に

た。

で研修視察に行ってきまし

鳥取に１２月８日、９日

を迎えたのは、俵山の女性

４００名近いサイクリスト

昨年の１８０数名を超える

テーションになりました。

が、今年もメインエイドス

にあたる里山ステーション

１６ｋｍ。およそ中間地点

クリングコースは全長約１

り、有限会社サクラ介護事

年は山口県が引き受けとな

りで開催されるもので、今

この会は中国５県持ち回

れた学習会に出席しました。

俵山温泉街の温泉閣で開か

と同日の２４日午後から、

ブルーオーシャンライド

４年生たちが、フィールド

を図るのが目的です。

見聞して、意見交換と交流

各都市で２０チームが戦い

ビーワールドカップは国内

対ロシア戦で開幕するラグ

今秋９月２０日㈮、日本

スパスタジアムはラグビ
ーワールドカップ日本大
会２０１９年キャンプ地

松岡慎治

などできませんでした。

自分たちのサービスに満足

彼らの話を聞いていると、

ないと分からないサービス。

いるのか？地元に住んでい

です。何が一番求められて

なり懇切な対応を施したの

被災者である住民が中心と

害を受けた住民に、やはり

が聞けました。未曾有の被

助に移動支援を行った話し

事例から、被災者の入浴援

を行っています。他地域の

した。

園、
自分たちで酵母を作り、

グループのみゅーずきっち

業所の橋本代表が主催され

村中敬子
されました。センザキッチ

パン、ビールなどを販売し

ん（林康子代表）。そして、

ました。この学習会は、各

鳥取視察

ているレストラン。す｢ごい

今回も下関市立大学の水谷

地の福祉有償運送、公共交

中国地区移動サービス
ネットワーク学習会

なぁ と
｣ 思う ことだらけの
２日間でした。

教授と経済学部専門ゼミ

通空白地有償運送の取組を

ンスタート＆ゴールのサイ

全く同じことはできない

）の３年生、

つでも、取り入れることが

ワーク学習としてお手伝い

事例発表に先立って、山

（専門演習

できたらいいなぁと思う視

してくださいました。ほん

かもしれませんが、何か一

察でした。

包括支援センターから上野

口運輸支局の遠北氏より福
里山ステーションのホー

丘恵さんが、長門市の介護

とうに助かります。ありが
雪も積もっていて、寒か

ルと建物外に食卓を６０席

予防と日常生活支援総合事

祉運送制度の概容、長門市
ったですけど、有意義な視
察でした。
井上ヒロ子

ほど準備しましたけれど、

とうございました。

ⅠⅡ

昨年より利用回数が急上昇しているデマンド運送事業につ
いては本紙２面の記事で触れています。新たな運転手の養
成を暮れの１２月に行いました。俵山地区から４名、油谷地
区から１名の受講者は、午前９時から講義を受け、午後の
実技運転を経て全員が修了証の認定を頂きました。
俵山地区のデマンド運送は毎週月・水・金曜日の午前と午
後に自宅から病院・郵便局・農協・公民館まで、片道 200
円で送迎するサービスです。前日までの予約電話で運転い
たします。お問い合わせは、里山ステーションまで。お気軽
にご相談ください。
電話 0837-29-5070

プ出場を決めました。おめ

で文句なしのワールドカッ

勝利したカナダは３戦全勝

ターに熱視線。この試合に

の試合を映し出す大型モニ

名の関係者がカナダ対香港

名ほど参加し、総勢１００

カナダと言えば、このサト

たく種目の異なる樹木です。

きな葉をつけますが、まっ

旗のようなシルエットの大

に紅く色づいて、カナダ国

ますね。この大きな葉は秋

ウと呼ばれる樹が２本あり

山の頭振公園にモミジバフ

のはサトウカエデの葉。俵

中央にイラストされている

カエデ。そうです、国旗の

カナダの国の花はサトウ

は、案内役の職員をつけて

２月１５日、１６日の週末

端末放送で案内を行い、１

声です。１週間前から告知

ているの？地区住民からの

新しい施設ってどうなっ

ナダチームに親しみを込め
て、皆さまにさまざまな情
報をお届けします。１月号

カナダは北米大陸の北半

決まるか見届けようとパブ

では、どこが来俵チームに

ーウェーブの地下１階広場

オフ。ショッピングセンタ

１月２４日、朝５時キック

の最終戦は、日本時間の１

で行われた敗者復活リーグ

ームです。
マルセイユ
（仏）

が、日本って込み合ってい

らすとピントが合いません

過疎化の進む山村地区に暮

イメージが沸くでしょうか。

カナダは１人なのですね。

ってるのが日本としたら、

３分の１。バスに９０人乗

６００万人だから、同じく

の２７倍。一方で人口は３

日本の国花はサクラですが、

３０名ほどの来場者があり、

それに、学校が冬休みに入

ロッカールームや２階のチ

公用語は英語とフランス

ると毎日グラウンド利用が

やはり花を塩漬けにして食

語です。ケベック州のよう

あります（休館日は１２月

ームルームを見てたいへん

に約８割の州民がフランス

２９日から１月３日）。こ

べますよね。互いの国民は

語を話すのは稀で、他は基

の時は管理人が常駐します

驚かれていました。スパス

本的に英語が話されます。

ので、どうぞお立ち寄りく

古くから国花に対して食文

これから僅かな期間しかご

ださいね。

タジアムでは、土日祝日、

ざいませんが、日常会話を

化を継承しています。

プが真っ先に連想できます。 ようにしました。２日間で

クラブハウス見学会

（ではまた来月お会い
page.
しましょう）

See you next month on this

きたいですね。

英語で話せるようにしてお

でとうございます。

ウカエデなどの樹液を濃縮

自由に見学していただける

本紙では今月号よりカ

してつくるメイプルシロッ

では基本的なカナダの情報

でキャンプが予定されてい

分を占め、面積はロシアに

をお届けしましょう。

るのは、敗者復活戦を勝ち

次いで２番目に広く、日本

リックビューイングが開か

るのですよ。

抜いて決 まる

番目のチ

ます。俵山スパスタジアム

ショッピングセンターウェーブの地下 1 階でモニター
を見つめる市民、夜明け前の 5 時と思えないですね

れました。俵山からも３０
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新年明けましておめでとうございます。
今年も利用者の皆さんが元気にデイサービスに来て頂ける様にスタッ
フ一同お待ちしています…。
年末には、しめ縄作りをしました。皆さんそれぞれが役割分担をして
立派なしめ縄が出来ました。
今年のデイサービスは 1 月 8 日(火)から始まります。（村田ひとみ）

これからの予定
12/29㈯～1/3

里山ステーション休館日

12/31㈪

年越しそば屋（里山ステーション）10:00-14:00
年越しそば屋 1杯600円
持ち帰り生そば（1 人前250 円）、だし
（1人前100 円＊容器をご持参ください）
のご予約は12月28日までに！

1/13㈰

里山朝市 9:00~ 整体もあります

1/14㈪

成人の日

1/27㈰

長門市市民駅伝

編集後記
夢ならばどれほどよかったでしょ
う。叩き込まれてきた価値観が通用し
なくなりました。標準って何だろうかと
考える時間が増えております。私たち
が生活をしていく上で困らないこと、
子育ての悩み、介護の快適さを求め
てみんなが行き着く先が標準化なの
だろうか、それは疑問。常識に縛られ
すぎていると見つけられません。非常
識に傾きすぎると話を聞いてくれませ
ん。
ある人がこんなことを言ってくれま
した。ありがとうはやがて通用しなくな
るよ。このセリフの向こう側が分かるよ
うになったのは、年齢が大きくなった
からじゃなくて、皮相なありがとうに満
足しない、されない課題が増えたから
でしょう。亥年だもの。鼻息荒くして直
線的な猛進もよいかとつらつら思いま
す。
事務局 松岡慎治

