なごみの郷高野

＜空き家の改修作業がスタート＞

6月3日（日）

３年目のなごみの郷高野は、町道の草刈りと空き家の改修作業でスタート!!
旧米川邸(古閑区)の空き家改修作業がスタートしました。
第1回目は、室内外の片付けです。畳を剥ぐと、なんと「囲炉裏」を発見!!
空き家の片付けと同時に周囲の生い茂った雑木も伐採し作業終了。梅雨が明けたら再び作業を
再開したいと思います。

※空き家の改修事業は、町の地域づくり活動支援補助金を活用し事業を実施しています。（補助金額30万円）

＜今月の作業は＞
日時：７月８日(日) 午前９時から
場所：本村区（なごみの郷農園）
内容：大豆の種まき
※大豆の種まき作業です。今年はたくさん「味噌」を
仕込みたいと思っています。作業終了後、榎原区に
移動し、昨年に引き続き「そうめん流し」を開催し
ます。

春そば

収穫しました!!
（活動日：６月10日・17日）

４月に榎原区の土地に蒔いた「春そば」を収
穫しました。
秋そばと違うのは、雑草の量!! 手作業の収
穫作業は、悪戦苦闘の連発でした。
17日には、脱穀作業を実施。
地域おこし協力隊の３人も「ぶりこ」に初挑
戦。（コツはつかんだようですが・・・）
あまり収穫量はありませんが、早く試食した
いものです。

多くの皆さんの協力と参加をお待ちしております。

※事前準備
日時 ７月７日(土)
午前９時から
場所 榎原区
熊野座神社境内
発行日：7月1日

７月定例会のお知らせ

7時〜

７月9日(月) 午後

榎原公民館にて

発行者：なごみの郷高野地域づくり協議会

なごみの郷高野のみなさまへ
和水町地域福祉活動計画の策定に向けて

～座談会を開催します～
あなたの地区の公民館で、

な

なんでも話してみませんか？

ご

ここからはじまる

み

みんなの地域ふくし

◎どんなことをするの？◎
A．小グループに分かれて、日常生活の中での困りごとや意見を交換し、アイディアを
出し合う話し合いをします。

◎どんな人が集まるの？◎
A．地域住民の方ならどなたでも！年齢・性別・役職の有無関係なくご参加ください。

会場：榎原公民館
日時：７月９日(月)午後７時～(６０分程度)
大きな災害が
起こったらど
うしよう？

ひとり暮ら
しの高齢者
が心配…

「地域の人とふれあい」
「自分の地域の問題」を
「みんなで解決」するために、
今、何ができるか、一緒に考えましょう。

集まって話せるよ
うな場所があった
らな

☆問い合わせ先☆
和水町社会福祉協議会
０９６８－８６－４５０６
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空き家改修 再開
春そば 試食

８月定例会のお知らせ

7時〜

古閑公民館にて

梅雨明けして暑い日
が 続 い て い ま す が、
皆 さ ん い か が お過 ご
しでしょうか？

編集後記

８月9日(水) 午後

一年の中で最も榎原
に人が集まる日と
なった「流しそうめ
ん 大 会 」 で す が、 今
年も多くの方々の協
力で開催することが
できたことに感謝・
感謝です。子ども達
の う れ し そ う な笑 顔
が印象的でした。
来 年 も 是 非 開 催し ま
しょう！ （前淵）

発行者：なごみの郷高野地域づくり協議会

発行日：8月1日

７月16日(祝)

熊野座神社で「流しそうめん大会」

＜８月の作業予定＞

なごみの郷高野

編集後記

今夏は、榎原で 回も
「そうめん流し」が開
催でき、大満足です。
私の娘もそうめんが大
好きですので、夏の楽
しい思い出になったと
思います。
榎原にはじめて来たと
いう親子もいました。
同じ校区でもなかなか
行くことがない地域で
すが、地域資源の竹と
湧水とそうめん流し体
験がこの親子と地域を
結びつけることがきた
ことをうれしく思いま
す。
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まだまだ暑い日が続き
ます。体調管理に十分
に気を付け、実りの秋
を迎えましょう。
（前淵）

発行者：なごみの郷高野地域づくり協議会

発行日：9月1日

7時〜

粗大ごみ撤去

本村公民館にて
９月9日(日) 午後

大豆畑 草取り
8月26日(日)

秋そば 種まき

８月19日(日)

「そうめん流し体験」（菊水東小PTA編）

９月定例会のお知らせ

7月9日に引き続き第２回目の座談会を開催し
ます。座談会終了後、定例会となります。

※座談会の詳細は裏面をご覧ください。

なごみの郷高野

和水町金婚等表彰

秋そば ただいま満開!!

米寿

（88歳）

垂水キヨノ

さん（古閑）

一森正義

さん（本村）

有働春子

さん（前野）

金婚

（結婚50周年）

井口二郎
井口シゲ子

さん

米川直之
米川スミ子

さん

さん

さん

（古閑）

（本村）

ご長寿おめでとうございます
（広報なごみ９月号より）

空き家改修

９月16日(日)

10月定例会のお知らせ
10月9日(火) 午後

前野公民館にて

7時〜

秋 見～つけた

枝豆の試食でもしながら...

編集後記

暑さ寒さも彼岸まで
言葉のとおり、台風す
ぎれば、いつの間にか
に秋を感じる季節にな
りました .
彼岸花やコスモス 秋(桜 )
そして、そばの花と秋
の草花が見頃です .
食欲の秋を過ごされた
方々も多くいらっしゃ
ると思われますので、
過ごしやすくなったこ
の時期に散歩などされ
みてはいかがでしょう
か？

つ(ぶやき )
白い彼岸花を多く見か
けるようになったな。
と、最近思うのは私だ
けでしょうか？
前(淵 )

発行日：10月1日

発行者：なごみの郷高野地域づくり協議会

なごみの郷高野
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発行者：なごみの郷高野地域づくり協議会

発行日：11月1日

編集後記

あっという間に秋が通
り過ぎた感じで、毎朝
肌寒さを感じる季節に
なりました。

空き家の改修も床張り
まで終了し、あとは囲
炉裏を制作となりまし
た。早く地域の皆さん
と一緒に囲炉裏を囲ん
で一杯飲みたいもので
す。
さて、 月 日は、そ
ば・大豆の収穫作業で
す。昨年は雨に泣かさ
れたので、今年は、晴
天であってほしいと毎
日願っています。
前(淵 )
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収穫作業
榎原公民館にて
場所

10月14日(日)

（上板張）

空き家改修

そば・大豆の
1１月定例会
日時 11月9日(金) 午後7時〜

11月4日(日) 午前
時〜
本村区 なごみの郷農園にて

９

日時
場所

※各自、かま等をご持参ください。

なごみの郷高野

脱穀・脱粒作業

11月24日(土)

田舎暮らし

11月20日(火)

モニターツアー
「＋木」と書いてたすきと読みます。
「暮らしに木の温もりを加えよう」という意味と
「作り手から使い手へ、そして親から子、子から
孫へと襷(たすき)をつなぐように受け継がれる家
具を作ります」いう家具職人 小野弥さんの思いが
含まれています。
肥後民家村で約11年間培った「技」と「おもてな
し」
高野に新たな芸術文化が生まれそうな予感です!!お
時間があったら、是非足を運んでみてはいかがで
すか？
＜プロフィール＞
・昭和43年 東京生まれ
・30歳で脱サラし木工の道へ
・専門学校を卒業後、福岡
の手作家具工房を経て独立
・平成13年から肥後民家村
木工館で活動、現在に至る

場所

＜受賞歴＞
平成23年 くらしの工芸展 審査員特別賞
平成24年 くらしの工芸展 伝統工芸協会賞
平成24年 東京の伝統的工芸品チャレンジ大賞入賞
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発行日：12月1日

本村公民館にて

昼食は、皆で打った手打ちそば!!

編集後記

朝晩の冷え込みが、一段
と厳しさをます季節とな
りました。
気づけば早いもので、あ
と一月で 正月を迎えま す。
年をとると一年が早く感
じると皆さんよく言われ
るのを耳にしますが、充
実した一年を過ごしてい
るからではないでしょう
か？
大豆の脱 穀作業も終了 し、
月 日は味噌の仕込み
作業です。
今年最後の集大成。秋そ
ばの試食会もあります。
是非皆さんで楽しみま
しょう
前(淵 )
12

味噌仕込み
そば打ち体験
日時 12月2日(日) 午前９時〜

1２月定例会
日時 12月9日(日) 午後7時〜
場所

古閑公民館にて

発行者：なごみの郷高野地域づくり協議会

なごみの郷高野

味噌仕込み

12月９日(日)

脱穀作業
12月16日(日)

高野のそば打ち名人!? 猿渡功志さん(古閑区)が大
晦日に「年越しそば」を打ちます。
地元で作ったそばを、地域の名人が打ち、そして皆
で食べる!! 是非、大晦日の夜に「高野の秋そば」
を食べてみてはいかがですか。

しし鍋まつり
日時
場所

※朝からそばを打ちますの
で、興味がある方、大晦
日に自分でそばを打ちた
い方がいらっしゃればご
指導いたします。

多くの皆さんの参加をお待ち
いたします。

発行日：12月27日

編集後記

今年は、例年にまして冬の
寒さを感じますが、皆さん
いかがお 過ごし でしょ うか 。
大晦日には、猿渡さんが年
越しそばを打つということ
ですが、年越しそばの由来
は、江戸時代までさかのぼ
り、月の末日にそばを食べ
る三十日そばという習慣か
ら、これが転じて大晦日だ
けに食べる年越しそばに
なったと考えれています。
そばは細く長いことから延
命・長寿を願ったものであ
るという説もあります。
年越しそばを食べて、元気
で明るい平成 年を迎えま
しょう
前(淵 )
25

2月24日(日)
菊水ゴルフ練習場
南側広場

２月定例会
※1月は定例会はありません。
日時 2月9日(土) 午後
場所

本村公民館にて

発行者：なごみの郷高野地域づくり協議会

7時〜

