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１月１６日(土)プラザ西伯に於いて、７つの地域振興協議会の
事例発表会が開催され、約１００名の参加がありました。
地域振興協議会が誕生して来年度で１０年を迎える節目にあ
たり、それぞれの協議会がこれまでに取組んできた事業の中か
ら特徴的な活動を発表しました。
本協議会では「グリーン＆エコツーリズムの取組み」について
発表しました。
まず初めに、グリーンツーリズム「大地に学ぶ」では、平成２３年に事業化したてま山農園による作物
栽培と人的交流、高齢者への見守りを兼ねた野菜のお届けについて、またエコツーリズム｢自然を楽し
む｣では、手間要害山トレッキングコースの整備をすると共に、住民との交流拠点として活用しているこ
とについて発表しました。
川北秀人コーディネーターより活動に対する助言を頂くと共に、参加者から質問、助言、学んだこと
等、意見を頂くよい機会となりました。
頂いた意見、助言を今後の事業活動に生かしていきたいと思います。
事業をはじめたきっかけは・・・

グリーンツーリズム「大地に学ぶ」

耕作放棄地を僅かでも解消したい
地域住民の交流の場として活用したい
作物を育てる楽しさと収穫する喜びを体験してもらいたい

～てま山農園の開設～

耕作放棄地を活用して畑作物を栽培し、この活動を
通じて近隣への波及効果を期待して農業体験のできる
「てま山農園」を平成２３年４月に開設

「大地に学ぶ」基本フレーム

楽しさ、喜び、驚き、感動
事業をはじめたきっかけは・・・

エコツーリズム「自然を楽しむ」

手間山は地域にとって郷土愛と一体感が醸成できる存在
旧手間小学校の校歌の歌詞に「手間山」が登場
大国主命を祀る赤猪岩神社の存在

～手間山を交流拠点に～

手間山を活用し、「地域の宝」として磨き上げる
地域住民の活動拠点と交流の場づくり

■コンセプト ～自然を楽しむ企画づくり～
自然の魅力・森林浴・体のリフレッシュ・肌で感じる楽しさ・
きれいな空気が体感・体験できる プログラムの提供
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27 年度 ダイジェスト
地域一体となった環境美化を
４月～６月
みんなで取り組みましょう
４月 ８日
２２日
５月１７日
２６日
２８日
３１日
６月１３日
１８日
２１日
２８日

新旧部員合同会議
第１回評議会
てま山農園/野菜苗の植え付け、支柱立て
フラワーロードガザニア苗植え（地域づくり部）
第１回地域見守り懇談会（ふれあい部）
第８回手間地区ソフトボール大会（公民館部）
エコツーリズム手間山［要害山トレッキングコースの整備］（総務企画部・地域づくり部）
手間山お知らせ版第２６号発行（総務企画部）
てま山農園新玉ねぎ収穫体験
ふれあい勉強会（ふれあい部）

フラワーロード

てま山農園 新玉ねぎ収穫体験
南部中学校プール
向い 側か ら 田 住橋
ま での 小松谷川左
岸。今年はガザニア

収穫時期になり、まず
初めに、さくら保育園の
年長さんと玉ねぎ掘りを
しました。
後日開催された、収穫
体験では、2,000 個の
玉ねぎが、約 60 名の
参加で、アッという間に
収穫終了！

を植付け育成しまし
た。
会見小学校 2 年生
が事業所 、集落用
の育成管理に協力
してくれました。

第８回手間地区ソフトボール大会

ふれあい勉強会
西伯病院木村修院長の
「歩くと運動のススメ」の
講演。

参加８チーム

スポ net なんぶ運動
指導員亀尾由紀さん
の「ロコトレ」の実技。

優 勝：天萬 1 番組
準優勝：田住
第３位：宮前二、福里 Tigers
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７月～９月
7月

2日
５日
１２日
１９日
８月２３日
9 月 ２日
６日
２７日

文化と人を育てる地域づくりを
めざしましょう

おひさま通信第１０号発行（ふれあい部）
手間要害山自然観察会（地域づくり部）
ウォーキングロードの清掃（総務企画部）
全日本トライアスロン皆生大会への協力（地域づくり部）
サマーフェスティバル in 手間山（公民館部）
人権学習推進委員との懇談会（公民館部）
敬老会長寿記念品の作成（ふれあい部）
あいみ地区運動会（公民館部）

ウォーキングロードの清掃

手間要害山自然観察会
自然観察指導員の
桐原真希さんに、
野鳥・樹木・草花の
ガイドを受けながら、
43 名で要害山トレッ

合銀から南部カントリ－
間のゴミ拾い、草刈り、
縁石付近の泥取りをし
ました。

キングコースを登り
ました。

スゴイ泥だな！

トライアスロン開催時には
綺麗さが際立ちました！

敬老会長寿記念品の作成

サマーフェスティバル in 手間山

今年 90 歳以上の
長寿の方への記
念品として、ポー
セ ラーツマグカッ
プをふれあい部
員で作りました。

たくさんのバザーとジャ
ンケン大会・ビンゴゲー
ム、そ し て住民の 皆さ
んによるカラオケ大会
に７集落より 13 名が出
演されました。

気に入って頂
けるかしら？

さくら保育園、ひまわり保育園、国立音楽院、南部太鼓、
しんゆう（人権バンド）の皆さんご出演ありがとうござ
いました。
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まなびでふれあう地域づくりに
みんなで取り組みましょう

１０月～１１月
１０月 ４日

集落要望現地確認（総務企画部）

８日

手間山お知らせ版第２７号発行（総務企画部）

１１日
１４日
１７日

手間地区敬老会（ふれあい部）

１月

振興区別人権問題交流懇談会人権映画会「秋桜の咲く日」（公民館部）
教育サポート「あいみふるさと・ふれあいウォーク」（総務企画部）

２０日

あいみ富有の里ふれあい部との交流会（ふれあい部）

２５日

南部町ボランティアフェステバルへ参画（ふれあい部）

１１月 ８日

てま山探検隊（公民館部）

２６日

第 2 回地域見守り懇談会（ふれあい部）

２９日

交通安全の集い in 手間山（総務企画部）

交通安全の集い in 手間山

てま山探検隊
手間地区の史跡や昔の
面影が残っている場所、
約３km を半日散策し、過
ぎし日の手間地区に 想
いを馳せました。

米子警察署の講演後、
天 万庁舎 駐車場 で模
擬運転装置による運転
診断、白バイ・パトカー
の試乗を、子どもから
大人まで楽しく体験し
ました。

手間地区敬老会

なるほどね～！
そういうことか～

集落要望現地確認

総合福祉センター
「いこい荘」にて、
約５０名の方に歌
や踊りを楽しんで
いただきました。

元気で長生き

はよ～直さにゃ～
いけんなあぁ

集落からの要望をま
とめ、町へ要望する
ために現地確認をし
ました。

してくださいね・・
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支えあう福祉の地域づくりを
めざしましょう

１２月～３月
１２月 ２日
6日
１７日
１７日
１９日
２７日
1 月 16 日
２４日
３１日
3月 6日
９日
１２日
２５日

教育サポート「南部中学校防災訓練」（総務企画部）
第 1 回環境パトロール（地域づくり部）
思い出ロード「手型押し」（地域づくり部）
第 2 回評議会
歳末助け合い（ふれあい部）
しめ縄作り講習会（公民館部）
南部町地域振興協議会事例発表大会
視察研修（地域づくり部）
チャレンジカップ集落対抗バウンスボール大会（公民館部）
第 2 回環境パトロール（地域づくり部）
第 3 回評議会
思い出ロード「壁面設置」
（地域づくり部）
思い出ロード「完成披露」（地域づくり部）

チャレンジカップ
集落対抗バウンスボール大会

歳末助け合い

50歳未満の部

優勝：福里区

（参加チーム５集落）

美味しい「てまやまおこわ」200食
を作り、対象者の皆さんにお届けし
ました。元気なお顔を見て安心し
ました。

視察研修

50歳以上の部

優勝：三崎区

（参加チーム５集落）

優勝チームは協議会を代表して南部町民バウンスボール
大会に出場。両チームとも３位入賞しました。

思い出ロード（手型押し）
じょうずに
おせたかな？

自然エネルギーの大切さを学びに「とっとり自然
環境館」へ、その後、地産地消や特産品等を見
に「道の駅あらエッサ」へ行きました。

さくら保育園で法勝寺松
花窯の安藤真澄さんと、
愉理さんの指導で、手型
を作りました。
お披露目は３月の卒園
式です。
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円山区は昭和４０年後半に入居が始まり、現在１５３世帯４０５人
が暮らしています。（平成２７年１１月末現在 町人口統計調査より）
高齢世帯も増え、バスの利用者が風雨、雪などを少しでもしのげる
待合所があればとの想いから、円山区が町より道路占用許可を受けて
昨年１２月に念願のバス待合所を造りました。

祝 会見小学校 50 周年
手間小学校と賀野第一小学校が統合して半世紀！!
会見小学校では昨年５０周年を祝う記念事業が盛大に行われました。
“こどもは地域の宝”です。今後も子ども達の見守りや安心安全な町
づくりに取り組みます。

会見小学校平成２７年度卒業生 後輩への応援メッセージ
☆毎朝きもちのいい
☆つらいとき

あいさつをしよう

ささえになるのは

☆笑顔が絶えない

(抜粋)

ともだちだ

きれいな自分になろう

☆下学年の手本になろう

「南部中学校防災訓練」への協力
教育サポートの一環として毎年「南部中学校防災訓練」へ協力して
います。今年度も地域の方と一緒に参加し、煙体験・非常食の試食・
防災学習ワークショップなどを行い、助け合うことや思いやることの
大切さを生徒の皆さんと一緒に学びました。

南部中学校平成２７年度卒業生 後輩への応援メッセージ

(抜粋)

☆努力すれば夢は叶う！努力は自分を裏切らない！
☆二度とはもどれない今を生きている。楽しんだらいいんだ！
☆だいじょうぶ

ひとりじゃないんだよ

みんながいるさ

☆最初から自分で限界をつくらない。限界なんて、やってみなきゃわかんないよ！
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