第 154 号
平成 29 年 8 月 20 日

お元気サロンは、高齢者の方々が集まってお
話をしたりゲームや体操をして楽しく仲間づく
りをする場所です。千原地区ではすでに年間２
回程度開催して、平均１５名程度の方が集まっ
ておられます。
今回は酒谷、九日市、片山地区の７５歳以上
の方を対象に呼び掛けて、開催することにし、
８月１日火曜日の午前１０時から交流センター
の多目的室を会場に行いました。事前に約６０
名の方に案内を出して、当日は８名の方が参加。
まず保健師により血圧測定をしたあと、熱中
症にならないようにとお話がありました。その
あと栗原孝美さんとお孫さんの原蓮音君（６歳）

による踊りがあり、かわいいひょうきんな踊り
に皆さんは大喜びで大きな拍手を送りました。
次に西上時恵さんの指導でみんなが輪にな
り、新聞紙を丸めた輪を順番に送るゲームや牛
乳パックを切ってこれを積み上げるゲームにチ
ャレンジ。高く積みあがったと思ったら崩れて
しまって大笑い。部屋中に皆さんの大きな笑い
声が響きました。
きたきたぁ～(笑)

昼食はスタッフも一緒に弁当とソーメン汁を
いただき、楽しいサロンは終わりました。また
次回も計画しますので多くの方の参加をお待ち
していますよ。
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いい汗かきま した！
グラウンドゴ ルフ大 会開催

ンワンも４名が達成。炎天下の競技でし
たが暑さに負けないホットなプレーが

晴天に恵まれた７月 日 日( 、)第２回
目となるグラウンドゴルフ大会が交流
は熊見の小野保男さんでホールインワ

出し、表彰式に入りました。優勝したの

１・２区、

わ れ ま した 。今 回 の担当 地 区は

８月６日 日( 午)前７時より、交
流 セ ン ター 周辺 の 清掃作 業 が行

暑い中での作業、
ありがとうございました

センターグラウンドで開催されました。
ンもありました。準優勝は千原の高木繁

ただきました。

見られました。

これは自治会員のふれあい、交流と健
基さん。こちらもホールインワンを達成

こ の 時 期 が 一 番草 が 伸び 、 暑

それぞれのホールからスタート。１ホー

がらの今回の大会でしたが、熱中症に気

各チームごとににぎやかに交流しな

る こ と がで き、 交 流セン タ ーが

の 良 さ で、 短時 間 で作業 終 了す

難 し く なり ます 。 皆さん の 手際

２ラウンドを回って最終スコアを提

康増進を目的に開催するもので当日は

しました。３位は九日市の佐和一郎さん

ルから８ホールまでのコースを回って、

を付けながらこまめに水分をとりなが

見違えるほどキレイなりまし

名の方にご協力い

名の方が参加。暑い

い 中 で の作 業と な ります の で、

何回でゴールするかという競技で、平均

らのプレー。回を重ねるごとに盛り上が

という驚異的なスコアも出

汗 だ く に な り なが ら の作 業 協

くらいですが、なんと今

と

的なスコアは
回は

こちで聞かれました。

た。

名の選手を４名ずつ、７組に分けて

熱い戦いが繰り広げられました。

各自治会から精鋭

でそれぞれ賞状と豪華賞品をゲットし

体 力 を 消耗 し、 長 時間の 作 業が

優勝した小野保男さん

ました。

２８

っており、次回開催を期待する声があち

２８
ました。また１回でゴールするホールイ

力、ありがとうございました。

今月のトピックス

☆今月の地域おこし協力隊
(６面)

☆キレイな花を咲かせてくれました(３面)
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☆みどりの風(５面)

☆『日本の伝統の折り紙と歌人の足跡を訪ねる旅』
(３面)

☆行事予定(６面)

☆「夏の野菜どっさりセット」発送完了(４面)

☆清涼！さわやか！シャワークライミング！(５面)

☆暑い中での作業、ありがとうございました(２面)

２５

☆沢谷の屋号本完成！(４面)

☆いい汗かきました！グラウンドゴルフ大会開催(２面)

１９

☆暑さにも、雨にも負けず盆踊り(４面)

☆お元気サロンで元気いっぱいに！(１面)

３０

４０

１７

博物館」「中村憲吉記念文芸館」と、

して、三次市にあります「折り紙

歌人の足跡を訪ねる旅』と題しま

今回は『日本の伝統の折り紙と

た７月下旬の 日 水( 、)第３回チ
ャレンジ教室を開催しました。

高温注意報が日々発令されてい

庭園に移動。

だき、満腹になったところで湧永

が、佐々木豆腐店でランチをいた

ちょっと早い時間ではありました

折り紙博物館を見学した後は、

足を止め、見入っておられました。

んの平和を願う思いが詰まった素
晴らしい作品で、皆さん長い時間

安芸高田市の「湧永満之記念庭園」

汗( 。) しかし手入れされている庭
園は、見応えあり！紅葉時期にま

７月の庭園…さすがに暑かった

賢治さんがお忙しい中、時間を調

た訪れたらいいねと話しながら、

を見学に出かけました。

整してくださり、約１時間館内を

約１時間弱散策した後、次の場所

折り紙博物館では、館長の赤木

案内をしてくださいました。
平和記念館に寄せられた折り鶴を

文芸館。升井紘館長に案内してい

最後の見学先は、中村憲吉記念

へ移動しました。

使用し作成された貼り絵『明日の

ただきながら、１時間では時間が

色々な作品の中でも、全国から

神話』は、この絵に携わった皆さ

足りないくらいミッチリと歌人・

中村憲吉について、生い立ちや作

品など色々とスクリーンを使用し

ての説明も交えながら学び、帰路

今年も邑智小学生１年生から、種から育てた『命のアサガオ』
の苗をいただきました。このアサガオは、命の尊さや白血病で苦
しむ人がいることを多くの人に知って欲しいとの願いが込めら
れています。
交流ｾﾝﾀｰに来られた際には、命の大切さや人への思いやりを考
えながら、この『命のアサガオ』を観賞していただけたらと思い
ます。

に着きま
した。
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赤木賢治館長

２６

升井 紘館長

名 の 方に

『夏の野菜ど っさり セット』発送 完了
８ 月 ４日 （ 金） に 地域振 興 部の
お手伝い頂き「夏の野菜どっさりセット」を発
送しました。この事業は、沢谷の美味しい野菜
や加工品を、都会の人たちに発送して魅力を伝

た皆さん、ご購入

いよ抽選会。スポンサー賞から特賞のＩＨコン

そのあと番号 入りのう ちわが配られ ていよ

て年に１回の盆踊りを楽しみました。

頂いたみなさん、

ロまで豪華景品がずらりと並び、当選番号が読

菜を提供して頂い

ありがとうござい

み上げられるとそのたびに大きな歓声とため

息が上がっていました。

ました。
冬も「田舎づく

沢谷の屋号本完成！

ようですが、千原コミセン広場にテントを張

踊り。今年はあいにくの雨で人出が少なかった

家々の屋号を調べてもらいました。

ら自治会長さんにお願いして、自治会ごとに各

案で始まった沢谷地域の屋号調査。昨年暮れか

い浴衣で輪に入って踊ります。この日の参加者

盆踊りの輪が広がりました。子供たちもかわい

８時からは、広間で太鼓と口説きに合わせて

になり、それは先祖の名前や本家分家の関係、

てきたので、通常は屋号（屋敷名）で呼ぶよう

村に人が増えるにつれて同じ苗字の人が増え

いる地名などでその家々を呼んでいましたが、

屋号は その昔、苗字の無い時代には住んで

はおおよそ２００人。輪が２重３重にも広がっ

んでいました。

り、集まった人は懐かしい出会いにビールが進

元地域おこし 協力隊員 の成田理紗さ んの発

千原盆踊り

しセット」を発送
致しますので、こ
ちらの方もよろし
くお願い致しま
す。 協(力隊 山･本 )

暑さにも、雨にも負けず盆踊り
夏恒例の盆踊り大会。 日には酒栄会主催の

本 の 賞品目
日 夜に は三 興会 青年部 主 催の 千原 地区盆

酒谷盆踊り

え、少しでも経済効果につなげようと始まった
事業です。
セット内容は、ブルーベリージャム、ひまわ
りドレッシング、山椒佃煮、柚子味噌、千原温
泉の湯などの加工品が５品と、じゃがいも、き
ゅうり、かぼちゃ、玉ねぎ、ミニトマト、ナス、
とうもろこし、ピーマンの計８品の野菜、全部
品の詰合せです。

来 場 され た約

で
と、出身者の方にチラシを発送し、沢谷の皆さ

ンや味付け卵などに舌鼓をうちながら、会場い

人 の 皆さん が バザ ーの ラーメ

んにはＩＰ告知で募集を呼びかけたところ、

り の 後は お楽 しみ 抽選会 。 総数

っぱいの輪になって盆踊りを楽しみました。踊

９０

指して、真剣なまなざしで参加していました。

５１

セットの申込み

がありました。
送り先は東京や
大阪、福岡、広島な
どあり、沢谷の魅力
が全国に広がって
います。
今回「夏の野菜ど
っさりセット」の発
送にあたり、地域振
興部の皆さん、総務
福祉部の皆さん、野
菜

１４
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発送作業に協力してくださったみなさん

酒谷盆踊り大会が酒谷広場で開催されました。

１３

１０

今回も、沢谷ファン倶楽部の会員の皆さん

１３
４５

イミング 2017」
（大人の部）が、今年から結

成された「沢谷河童レンジャー」により開催さ

れました。参加者は、県外からの参加も含めて

14 名（男性 5 名、女性 9 名）
。

今年は、連日の晴天の影響で川の水温はやや

高く水量も少なめでしたが、参加者は、川の流

れに身を任せて浮かびながら木立の間からキラ

キラ輝く木漏れ日を見上げたり、淵に代わるががわり飛び込んだりしながら、涼しさと自然を全身

で楽しんでおられました。また、途中には、長い年月の間に石が岩を侵食して丸い穴が開いたポッ

トホールと呼ばれるところがあり、興味深そうに観察する姿もありました。熊見橋から西の原まで
の約 2 時間の沢登りのあとは、着替えてスタッフが用意した鮎の塩焼きと香茸ご飯などでおなかを
満たしました。

参加された皆さんから、「沢登りもご飯も景色も印象的だった」
「沢谷川がきれいでとても楽しか

った」などの感想があり、自然のさわやかさと田舎の味を十分満喫していただいたことと思います。

沢谷河童レンジャーでは、来る 8 月 20 日（日）に、今度は子供向けのシャワークライミングを

実施予定です。自然とのふれあいの中で、沢谷のすばらしさを発信していく計画ですので、多くの

方に楽しんでいただきたいと思います。

年栃木県

歳を過ぎてから詩作を

『(百歳』柴田トヨ

追い込んでくる
馬が好き
がんばれ
がんばるのよ
私はテレビに叫ぶ
始めはビリでも
やれば一番になれる
貴方だって
きっと出来るわ

先に走っている馬より
みんなの後にいて
ここぞという時
風を切って 必死に

競 馬

リーズで掲載していきます。

人権啓発の一環としてシ

れています。

の思いを感性豊かに表現さ

り、気づき、命の大切さなど

詩にはやさしさ、おもいや

生まれの柴田トヨさん、その

始められた明治

９０

東西など屋敷の所在、酒屋などの職業の屋号が
多く、それが今日に伝えられてきました。
明治維新を迎 えて武家 以外も苗字を 持つこ
とが義務づけられ、農業を主体とする農村地域
では屋号は地元の農地や地形に関するものが
多くありました。
そうしたことから、その家の屋号を調べるこ
とで地域の人々の暮らしや家のつながり、移動
の様子などをうかがい知る要素になり、集落の
成り立ちや次第に薄れていく地域の絆、コミュ
ニケーションを呼び覚まして、地域の文化とし
て子供たちにも伝えていくことになります。
沢谷では各世帯によっては屋号のない家も

４４

株( 飛)鳥新社より））
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あり、協力いただいた世帯約１７０世帯の屋号
を調査。また屋号の由来のわかる家はその由来
も掲載しました。
本の作成には邑智郡広域振興財団の「邑智郡
の元気な地域づくり支援事業」補助金を活用。
６月に校正を済ませて印刷し、７月に４００部
が納品されました。７月の広報配布と同時に沢
谷地域全世帯に配布して、８月４日に発送した
「夏野菜どっさりセット」にも同封しました。
屋号本を読まれた方から「家がたくさんあっ
た昔の時代を懐かしく思い出した。
」
「屋号の意
味や由来に改めて気が付いた。」という声をい
ただきました。
協力隊員の発案から始まった屋号調査。屋号本
という形になって今ふるさと沢谷と出身者を
結ぶ大きな絆となりつつあります。

猛暑が続く８月６日（日）に「シャワークラ

★★岡山研修に行ってきました★★

い商品があり、ひまわり種を使用したアイスク

７月２８日（金）に地域振興部員のみなさん

リーム。ドレッシングは見かけますがアイスク

と一緒に兵庫県佐用町にある「南光ひまわり祭

リームは初めて見かけ、皆さん購入されていま

り」と搾油委託をしている岡山県西粟倉村の

した。ひまわりを目で楽しむだけではなく、味

「ablabo.」へ研修に行きました。

覚でも楽しむ事ができ新たな発見にも繋がる事
が出来て良い体験になりました。

朝の７時半に交流センターを出発し、兵庫県
の「南光ひまわり祭り」へ１１時前に到着。
会場に入り、ひまわり畑に向かうと、そこに
は約５７万本のひまわりが咲いており感動しま
した。広さは約１１ｈａあり、一面に咲き誇り
まるで絨毯のようでした。一部分には世界各国
のひまわりが植えられており様々なひまわりを
観賞することが出来ました。

午後からは、搾油委託先「ablabo.」の方に搾油
作業の見学に行き(写真下)、搾油の事について質
問等を行いました。
「搾油の作業はどれくらいか
かりますか？」
「ひまわり種の搾油率は平均どれ
くらいですか？」等と色々な質問がありこれら
を次に繋げていきたいと思いました。
佐用町には６か所のひまわり畑があり計２４
ｈａ、約１２０万本のひまわりが咲いており、
そこから採れるひまわり油も販売しており沢谷
で作っている油と「どう違うのか？」と考えな
がら様々な商品を購入をしました。中でも面白

○行事予定（8/21～9/20）
行

事

日 時

場

所

美郷己斐子供交流

8/22(火) 11:00～

沢谷交流ｾﾝﾀｰ

チャレンジ教室

8/23(水) 10:00～(約 2 時間)

多目的室

よくばりフィットネス

8/23(水) 9/13(水)

体育館

マットサイエンス

8/24(木) 19:30～

和室

連合自治会役員会

8/29(火) 19:30～

多目的室

楽しい野菜づくり

8/30(水) 9/20(水)

健康道場

8/31(木) 19:30～21:00

体育館

ﾆｺﾆｺ健康教室(介護予防教室)

9/1(金) 9/15(金)

多目的室 or 和室

青ﾊﾟﾄ一斉ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

9/1(金) 19:00～

交流ｾﾝﾀｰ広場集合

四季を楽しむウォーキング

9/13(水) 9:00～(後日連絡)

現地集合

そばの花

9/19(火) 19:00～

調理室

20:00～21:00

9:00～(詳細後日連絡)

14:00～15:30

交流ｾﾝﾀｰ広場集合･多目的室
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