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令息 令嬢が新成 人
を 迎えた 理事 、スタ
ッフより
新成人 のみなさん、おめ
でとうござ います ！
よ い出 会 いに恵 ま れ 、

我が子も成人！
俵 山 で 元気 な 優
し い子 に育 ってく
れました。
４月 から 就 職 も
して、社会 に出てい

日 々新たな経験を重ね て自
分を成長させてくださ い。

きます。親として心

井上 ヒ ロ子

た いと思 います。

ず 離 れ ず で見 守 り

子供を信 じて、付か

配 は尽き ま せ んが

この度保護者として、長
門市 の成人式 に参列させて
もら いましたが感激 しまし
た ！式もア ットホームな雰
囲気 でしたし、なにより中
学生までを知 る息子 の同級
生が見違え るほど で、挨拶
してきたり敬語で話してき
たり。社会 の中 で成長させ
てもら っているんだなと感
じました。
逆 に、私たち先輩 である
大人もそ の新成人が成長す

今年も１月３日にルネ ッサながと で新成人を

る側 の場に いる のだと…改
め て気 付 かさ れ ま した。

祝う式典が行われました。
れました。

俵山地 区の新成人も晴れやかな姿を見せてく

日 々精進 ですね。
副理事 林 康子

桜天狗巣病駆除作業のお知らせ

日時
平成 31 年 2 月 24 日（日）
集合
里山ステーション午前 9 時
持ち物 軽トラック、手ノコ、ヘルメットなど
ゆうゆうグリーンがチェーンソー、薬剤（トップジンペ
ースト）、高所作業車を用意します。
お昼は、里山ステーションで昼食をご用意します。ご協
力よろしくお願いします。個人の桜の木や街路樹で、病変
がみられる方は駆除します。里山にご連絡くださいませ！
桜天狗巣病の駆除作業（平成30年2月撮影）

のです。

俵山はすぐ近くに洋服や

大会等キ ャンプ地活性化委

員会が回数を重ね てきまし

日、市内飲料関

身 の回りをリ フレ ッシ ュし

季節 の変わり目 の衣替え。

ネ ット通販が不得意 です。

せん。 ほとんど の高齢者 は

なう構想が披露。 この日は

物品 の販売を長門全域 で行

門 ・カナダをテー マとした

説明会 では、 ラグビー ・長

係者を招集 した商品開発 の

た。１月

て、心も軽くなるようなサ

開発ガイドライ ンと販路、

雑貨が買え るお店がありま

ービ スが考えられると いい

日に公 民館 で活性 化 の

これを受け て俵山は１月

ました。

物流 に ついての案内があり

昨年末より、長門市世界

す。

先 して取り組んでま いりま

選手関係者 の安全面を最優

が いろ いろとござ いますが、

一ロゴ の使用や情報 の規制

界規模 の大会 ですから、統

ー ルドカ ップラグ ビーは世

に乗せている のもそう。 ワ

んがラグ ビーボー ルを指先

柄に変え ています。 お猿さ

ヘッダーを、今年から芝生

が、ゆうゆう便り号表紙 の

す でにお気づき でしょう

ワー ルドカップ ラグ
ビー 日本大会

ですね。

１９

支え合い会議
長門市 は生活支援体制整
備事業として、各地区 の高
齢者がど のような生活を送
り、悩んでいること、困 っ
ていることを確認、そして
ひと つず つ解決する取り組
みが進められてきました。
俵山地区は支え合 い会議 の
なかで、協議会 のメンバー

の声が届 いています。
地区内 で高齢者が集まる
場所は、弊社が行 っている

支え合い会議（俵山公民館 2 階）
地域版デ イサービ スの他に、
黒川地区、湯町地区 のサ ロ
ン活動があります。サ ロン
活動 のレクリ エー シ ョンと
して、お買 い物に連れてゆ
きましたと いう報告が、長
門市他地区でありました。
社会福祉協議会が所有する
マイク ロバ スを利用したも

あるかな ？

頭、カ レーパ ン、あと何が

ケ、天ぷら、おむすび、饅

ます。オムライ ス、 コロッ

がる商品をイメージ してみ

ボー ルの楕円形から出来上

お届けくださ い。 ラグ ビー

どうか里山 ステー シ ョンに

方が いら っしゃ いましたら、

ユニークな発想をお持ち の

し合 いました。本紙読者 で

に発信 できるアイデ アを出

ャンプ受入れ地として世界

実質的な初会合を行 い、キ

２５

が見聞 した情報を交換 して
日、俵山公民館 で開か

問題を見 つけ ています。 １
月

に行 ってき てくれる、など

する、または家族が買 い物

区 のスーパー でお買 い物を

的な通院 のたびに、深川地

協 の宅配を利用する、定期

ょうか。地区 の小売店や生

ように入手している のでし

者 は食品や 日用品をどう の

交通手段をもたな い高齢

て意見が交わされました。

向けた地域サービ スに つい

不便を感じている高齢者 に

れた協議会 では、買 い物に

１６

カナダの人たちが知っている日本人？昨年 12
月放送のＴＶ番組ではトップ３が

実は、アメリカ人だと思っていた俳優がカナダ
出身という場合がほとんどなのでした。

①渡辺謙
②マシ・オカ
③黒澤明
意外と思ったのはわたしくらいかな。海外で活
躍するミュージシャン、メジャーリーガーを押し
のけて、カナダ人が挙げた名前は、映画や現地テ
レビドラマに出演する日本人なのです。
では我々、有名なカナディアン、名前が挙がり
ますか！？その前に知っていますか！

ハリウッドスターのキアヌ・リーブス、キーフ
ァー・サザーランド、ジム・キャリー。
ミュージシャンではジャスティン・ビーバー、
セリーヌ・ディオン、アヴリル・ラヴィーン、カ
ーリー・レイ・ジェプセン。セレブばっかり(笑)

ブルーベリー
植付講座

今年 の開講日は３

月 ３日です。受講希望者 は

里山 ステー シ ョンまでお申

し込みくださ い。苗木プ レ

ゼ ントと昼食 に手打ちそば

とおにぎ りが付きます。

参加費 は２８００円。定

日。

員 は４０名。応募締め切り

は２月

昨年は開講日を ２日設け

ましたが、今年度 は１回開

催とします。どうぞご注意

くださ いませ。

２８

Who is your favorite actor？
I like Kiefer Sutherland as Jack Bauer.
もっとカナダの人の事、知っておきたいですね。

ります ので、どう

かご 了承お願 しま

付 のチラ シをお使

恵方巻き
今年は日曜 日

２月 ３ 日 が 日 曜

いくださ い。 配達

す。注文用紙 は添

日にあたりますが、

も ＯＫです。

事務局

イベントチケ ット のお求

めは里山 ステーシ ョン、

里山 ステー シ ョンの

恵方巻きは今年も製

造 いたします。ご注文 の申

込締切が ２月 １日と本紙配

布直後 です。予約販売とな
村中ま でお願いします。

今年も 1 月 8 日(火)よりデイサービスが始まりました。
利用者さんたち皆さんお元気に来られました。
レクリエーションにてお正月遊びのカルタ(脳トレ)をされました❕
皆さんカメラを向けても真剣にカルタ取りに夢中でした(^o^;)
（村田ひとみ）
右下の写真は昨年暮れのクリスマス会、サンタ
さんは中野隊員、トナカイさんはひとみさん

これからの予定
2/2㈯

自然保育地域点検

2/3㈰

糸島シェアハウス来俵
恵方巻き販売（ご予約制）

2/9㈯

豊浦より視察

2/10㈰

里山朝市 9:00～

2/24㈰

桜天狗巣病駆除作業

3/3㈰

ブルーベリー講座開講 10:00～14:00
ブルーベリーの苗木 1 本付き!
昼食は俵山の新米
と新そばをご用意します！

整体あります

編集後記
平成最後の 2019 年がはじまりひと
月経ちます。皆さまいかがお迎えに
なりましたでしょうか。気が早いので
すが、今年を漢字で表せば「改」。5
月 1 日前後は改元に伴い各種システ
ム、祝日の変更があります。8 月は建
設中のトンネルが開通し深川へのル
ートが改まり、翌月に俵山でトレーニ
ングをするワールドカップラグビー出
場国が新しい道を利用しますね。10
月は消費税率の改変。
若い世代に係る税金、年金の負担
が大きくなってゆきます。わたしなど
50 歳以上世代は考えるのです。10
代から 20 代のリーダーが、これから
国の将来をどう作り変えられるか、そ
れを見届けることはできません。「改
める力」を身につけて欲しい。目と耳
を足を、彼らが苦手だと思う世界にも
伸ばして欲しいと願います。
事務局 松岡慎治

