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平 成 ３０年 度 の過 疎 地
域自立活性化優良事例
団 体 として、連 盟 会 長
賞を戴きました。
この表彰は全国過疎地域
自立促進連盟が実施したも

受賞団体の左から３人目が村田理事長

ので２９回目を迎え、今年
は総務大臣賞４団体、連盟
会長賞５団体が選定されま
した。山口県からは周防大
島町が総務大臣賞、私ども
が連盟会長賞の受賞です。
表彰式は１０月２５日、山
口市で行われ、翌２６日に
分科会が県内４か所で開か
れました。そのうちのラポ
ールゆや会場で受賞団体の
事例発表があり、村田理事
長が俵山の取り組みを講演
しました。
この表彰制度は自薦方式
ではなく、都道府県からの
推薦があり、その後表彰委
員会委員の現地調査を受け
て決定されるものです。俵
山へ調査に見えたのは、元
ＮＨＫキャスターで現在は

フードコーディ
ネーターとして
ご活躍の平尾由
希委員。随行の総
務省過疎対策室
事務官と９月に
お越しいただき
ました。調査に訪
れた猪鹿工房
「想」（増野建治
代表）では、獣害
対策を地域おこ
しに変える現場
と後継者の育成
をご覧になり、懇
親会場で振舞わ
れた「想」お手製
のジビエ料理に

リーンが地域のさまざまな

価されたのは、ゆうゆうグ

連盟会長賞に値すると評

山地区が認められたもの。

受けましたが、この賞は俵

ゆうゆうグリーンが表彰を

動グループのみなさんです。

会、俵山温泉合名会社、社

活動団体と協働して課題の

この紙面を借りて地区の皆

は、料理専門家の視点から

解決に取り組んでいること

さまに心から御礼を申し上

会福祉協議会や起業家・活

です。それは俵山地区発展

げます。

（事務局）

促進協議会であり、各自治

も感動されていました。

ゆうゆうグリーンの活動を発表する村田理事長（10 月 26 日）

歩道をピカピカにする親子、キ
レイになったね！（写真右・道
路サポート）深川中吹奏楽部の
演奏（写真左・文化産業祭）

道路サポー トご協力に
感謝申し上げます
秋の通学路整備事業を１
１月３日（土）朝９時から
行いました。春と秋に行う
この事業の呼称はきらめき
道路サポート。山口県が管
理する道路を草刈りやゴミ
拾いなどで、地区民による
維持管理が委託されている
ものです。ゆうゆうグリー
ンがサポート団体に登録し
たのが平成２４年ですから、
７年続けてきました。大羽
山から湯町間、およそ２３
００ｍ、２９５０㎡の整備

俵 山 地 区 民 文 化 ・産 業
祭と敬老会

里山ステーション店頭で焼き立
てたこ焼きを販売する名人。

がとうございました。

村優里さん（七重）、あり

嶋ほの花さん（湯町）、中

演奏してくれた一年生の岡

深川の先輩たちに混ざって

奏楽部が来てくれましたね。

では今年も深川中学校の吹

た作品がぎっしり並んでい

思えるくらい、心のこもっ

が足りないんじゃないかと

わせくらぶは展示スペース

ご覧になりましたか？しあ

らぶの一画もありましたが

デイサービスのしあわせく

ましたね

まだ早いのですが、今年

を振り返ると、やっぱりい

き続いて、３２名の参加者

園清掃（朝８時から）に引

進協議会が主催する頭振公

この度も俵山地区発展促

中学校体育館周辺。木屋川

ン会場は俵山小学校体育館、

老会が行われました。メイ

も賑やかに文化産業祭と敬

晴れた秋の日でした。今年

した。その中には今年のグ

団体の作品展示が行われま

中学校の体育館では各種

スタッフの井上さん制作、ゆう
ゆうグリーンの活動展示

ろんなことがありました。

文化産業祭が終わり、秋葉

祭りが過ぎると、冬が鼻先

に手伝っていただきました。

を挟んで里山ステーション

リーンツーリズム活動をポ

をくすぐりますね。

たいへんお疲れさまでした、

では手打ちそば、たこ焼き

スターで掲示したゆうゆう

１１月４日（日）、よく

次回は来年６月を予定して

などの販売を行いました。

グリーン俵山のコーナーや、 の作品展示

事業を行っています。

います。どうかよろしくお

敬老会会場の小学校体育館

デイサービスしあわせくらぶ

願いします。

クラブハウス２階ロビーで談笑
する小学生。数年後の彼らの中に
日本を代表するアスリートがい
るはずです！（ 月 日）

えます。クラブハウスは宿

①と②の質問に合わせて答

使えないのですか？

ります。

問い合わせに次のものがあ

よく頂く一般の方からの

山と向陽小学校の２０名の

にやってきた時の１枚。俵

３年生、４年生が社会見学

さて、右上の写真は小学

す。

合わせなどの利用が可能で

文化サークルや仕事の打ち

０名ほどの会議室として使

払うとひと部屋となり、２

をからだ一杯に充満させた

中を渡る新鮮で神聖な大気

めた参加者は、木漏れ日の

宮境内のヨガ体験に歩を止

汁と俵山むすびです。八幡

おでん、俵山八幡宮はしし

ツ団体限定ではありません。 の味覚３種盛り、宮野台の

えます。この部屋もスポー

ことでしょう。

のお抹茶、黒川区民館は秋

ントを紹介します。能満寺

れた４か所のガストロポイ

す限りの田園風景とほくほ

ンでしたが、大地から見渡

した。そんなコンディショ

めた風に２張り飛ばされま

前１０時前から吹き上げ始

ントを張ったのですが、午

明け方は無風で何気なくテ

宮野台ガストロポイント。

嘆しきり。私どもＮＰＯは

露。さすがに俵山人だと感

よく最高のおもてなしを披

ーツ団体じゃないと

② クラブハウスはスポ

施設ですか？

① クラブハウスは宿泊

泊施設ではございません。

生徒です。学校行事でもご

ア学生が各所で活躍

今回も水谷利亮下関市立

利用されています。１１月

ウスは、いろいろな人々に

スパスタジアムのクラブハ

今年８月に完成した俵山

会場としても利用可能でス

完備。会議室としても懇親

リーンとプロジェクターを

７０名が着席できて、スク

一番大きなルームはおよそ

ィングルームが大小３部屋。

が美しい６キロのルートを

が晩秋の俵山ヒルズ、紅葉

日㈯、７０人のウォーカー

協会主催により１１月１７

長門市観光コンベンション

ッフの本音だと思います。

まさに主催者、ホストスタ

良く晴れてくれたぞ！

関係自治区のスタッフは

いただき感謝しております。

イベントに繰り返しお越し

てくださいまして、毎回の

ィールドワーク学習と話し

た。水谷教授は、学科のフ

に駆けつけてくださいまし

室の大学生がたくさん応援

公共マネジメント学科研究

大羽山地区宮野台、俗称一本道
のガストロポイント。１０張り
たて る予定のテ ントは風のた
め半分の５つに断念。

れてホッとしました。

くのおでんにとても満足さ

クラブハウスの１階は選手

利用いただけます。

下関市立大学のボランティ

のロッカールームと医務室
です。ここはグラウンドを
サッカーやラグビーで利用

の出来事でお話すると、民

ポーツ団体に限りません。

満喫してくださいました。

初めての取り組みで困惑さ

大学経済学部教授を先頭に、

間企業の研修会や公的機関

小さな二つの部屋はそれぞ

大羽山、郷、黒川地区を

れたはず。それなのに手際

４回目のＯＮＳＥＮガス
トロノミーウォーキング

の研究会、さらには長門市・

れが８名ほどの会議室です

巡る新しいコースに設けら

する団体が併用で利用され

下関市両市長会談も行われ

が、パーテーションを取り

ラグ ビ ー 場 のク ラブハ
ます。施設の２階はミーテ
ウスでは

ました。

先月は俵山文化産業祭も終
わり、慰労を兼ねて 11 月 13
日に紅葉ツアーを行いまし
た。午前中は俵山スパスタの
クラブハウスの見学、午後か
ら市内へ紅葉を見に出かけま
した.
お天気が雨もようなので車
中から紅葉を楽しんでの後、
センザキッチンへ行ってお買
い物をしました、利用者さん
たち皆さん楽しそうにお買い
物をされていました。帰りは
バスの中で利用者の皆さんと
『小さい秋見つけた』を歌い
ながら帰りました.
事務局長の松岡さん、バス
の運転手をありがとうござい
ました (*^^*) 村田 ひとみ

ふるさと宅配便のおすすめアイテム
まんぷくセットの味噌と里山セットのドリップパックコーヒー。味噌は俵山加工センターの復刻版手づく
り米みそで稀少な品。ドリップパックは元地域おこし協力隊の小坂氏が厳選した生豆を自家焙煎。どちらも
里山が推奨できる製品、この機会にどうぞご利用ください。
（事務局 松岡 慎治）

これからの予定
12/1㈯
12/7㈮
12/8㈯
12/9㈰
12/10㈪
12/28㈮
12/29㈯～1/3
12/31㈪

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）
事業所対抗スポーツ大会（ホテル西京）
視察研修（鳥取県）～12/9㈰
里山朝市（里山ステーション）8:30～
ふるさと宅配便発送日
里山ステーション大掃除 10:00～
！お手伝い、大歓迎！
里山ステーション休館日
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28日までに！

