
市民センター展示

知事ようこそ！山内へ

山内自治振興会が「おじゃましま
す！知事です」の第77回目の訪問を
受けることになり、12月17日午後4時
半から約１時間、六友館で知事との
意見交換会が持たれました。
自治振興会より馬場会長を含む
役員5名と甲賀市職員、鹿料理研究
会、鳥獣害対策ボランティアチーム
のメンバーと化石名人が知事を迎

え、馬場会長の
挨拶で開会され
ました。
テーマは「地域
の課題と鹿料理
の普及について」
ということで、鹿
料理を食しなが
らの懇談でした。
バラエティーに富
んだ鹿料理の
数々に舌鼓を打
ちながら、嘉田知

事をはじめ参加者一同終始笑顔で
懇談を進めることができました。
懇談では、主に鳥獣害対策の一
環として始めた「鹿料理」の普及に
ついて知事の意見や感想を聞かせ
て頂きました。
また、知事は化石に大変興味を
持たれていて、化石名人の岡田さん
の説明で化石展示をご覧になり、古
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◀コガネムシの食害

▲7月8日
　実が色づき
　始める

▲8月8日  糖度測定14.1、収穫可能です

▲4月：懐かしの昭和展 ▲5月：五月人形 ▲6月：ウェディングドレス展

▲10月6日
　　鹿料理試食会

▲12月8日
　　鹿料理教室

▲7月：書道展

▲8月：夏まつり ▲9月：お月見 ▲10月：灯かりの小径 ▲12月：クリスマスイルミネーション
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山内自治振興会

　山内地域市民センターでは月変わりで、様々な展示が催されています。市
の職員、谷さんと森口さんとボランティアの前川さんによるもので、市内で
も評判を呼んで、あいコムこうかでも度々取り上げられ放映されています。

アロニア栽培は歩み出したばかり
ふるさと資源活性化事業

昨年11月3日に北海道千歳森
林組合から購入したアロニアの
苗木を、試験栽培地5ヶ所に植え
ました。春には花が咲き実となり、
房の状況や実の数の観察を行っ
てきました。害虫被害はあるもの
の7月下旬には実が色づき始めま
した。
8月になり実の色がかなり深い
紫色になってきたので、実の重さ
や実の糖度測定を行い収穫時期
の参考とすることとしました。実
の重さは約１ｇ前後、糖度も目標
値前後になり収穫間際となりま
した。
一つの栽培地において前回調
査時点より房の実が無くなって
いることが判明したため、8月中
旬には収穫することとしました。

実が無くなった原因については、
当初は見当がつきませんでした
が、おそらくカラスが原因と考え
られます。

収穫した実は当初の予定どお
り日本食品分析センターに成分
検査をお願いしました。収穫量は
予定していた検査項目全てを検
査できうる量が確保できなかっ
たので、一部を除く項目の分析と
なりました。
成分分析の結果を北海道産の
データと比較すると、ビタミン類
等が多く含まれていて、期待され
ていた抗酸化作用のあるポリフ
ェノール、植物繊維およびβカロ
テンについては期待どおりの結
果でしたが、目によいとされるア
ントシアニンの数値が低く、その
明確な原因は不明ですが、次のよ
うな可能性が考えられます。
①収穫時期が早かった。
②生育土壌による影響があった。
③日照や気温といった生育環境
による。
④定植初年であり木の樹齢がま
だ若い。
今後も引き続き成分分析を行
い検証していく必要があります。
10月には葉が色づき初め、落葉

し、来春の開花に向けた準備に入
っていきます。一年前に植えたと
きよりは、茎も太く、背も高く、脇
芽も出て確実に成長しています。
この一年間の試験栽培でわか
ったことは、視察に行った長野や
北海道とは気象条件や鳥獣の状
況、害虫の発生状況が違うため、
当初から心配されたことですが、
以下のようなことです。
①鹿に対する対策が必要。
②害虫（カナブン）に対策が必要。
③鳥（カラス）対策が必要。
④収穫時期は信州や北海道より1
ヶ月早い。
来年度はより多くの実の収穫
を目指し、収穫した実については
再度アントシアニン、ポリフェノ
ールの成分分析を行い今年との
比較を、またアロニア酒、ジャム
などの加工品の試作に取り組み
ます。秋には山内地域の人に苗木
の斡旋及び植え付け指導を行い、
栽培の輪を広げていきたいと考
えています。

▲8月3日  かなり黒みがかってきた。直径12㎜、重さ1g

市民センター展示

知事ようこそ！山内へ 代の地形・自然界の様子などの話に
も花が咲きました。
最後に、知事から山内自治振興会
の活動に対する今後の期待と激励
の言葉をいただき、和やかに記念撮
影をして閉会となりました。

成分分析へ─
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ふるさと資源活性化事業

　名人発掘事業の名人さん達を活かし、山内の地域発見をする事業のひ
とつとして、11月17日(日)に山内地域市民センターから山女原まで往
復約8キロの散策を楽しみました。
　昔の道、黒川城址や山内の歴史の話、何もないように見える山内の可
能性で話が盛り上がり時間はあっと言う間に経ちました。
　上林神社の色づきかけた紅葉を後にし、地福寺へ。何十年も地元にい
ながら、知らない場所で感激でした。山女原の方にはご準備有難うござ
いました。
　山の子ハウスであったかい豚汁で体を温め、次は名人さんのお宅訪
問。盆栽菊、紅葉の盆栽、文化刺繍、にこやかに説明くださる名人さん達
は活き活き、地域まるごと文化祭のようでした。
　12月6日には「山内回想遺産まつり」と銘打った、第1回目の聞き取り
調査を行いました。

山内学区民球技大会山内学区民球技大会

　 6月23日(日)、各区々長、自治振興会理事に
よる委員会が開かれ、平成25年度の基礎交付
金配分と平成26年度の概算要求について説明
が行われました。協議項目は防犯灯、ゴミス
テーション、消防機材、区活動交付金等です。
　26年2月の実績申請、下旬の交付となりま
す。26年2月には来年度の概算予算申請をし
ていただきます。

安心環境部会

共通事業 地域福祉部会
山内学区民運動会

鳥獣害対策事業

地域消防器具安全点検事業地域消防器具安全点検事業 事業交付金委員会

　９月1日(日)に開催。
　約70名の参加者の下、市長の祝辞に始まり、なごやかに一日を過ごしていただきました。
　地元和太鼓六友会、フランシーズの演奏の他、希望が丘アンサンブルの演奏を楽しんでいただきました。
　今年から長机を用意し、好評でした。

　 12月現在、黒滝、上ノ平、中之組、市場、川西、
笹路、山中の各地区で実施され、一部の区では
同時に防火訓練も実施していただいています。
実施後は点検済シールを必ず貼って下さい。
（振興会事務局にあります。）

　６月2日(日)、宮の下広場で区長会と共催
でグラウンドゴルフ大会を開催しました。
　当日は約150名の方に参加していただきま
した。

　80歳以上の方を対象
に民生委員さんと共催
で6月29日(土)に開催し
ました。
　当日は約41名の皆さ
んに参加していただき、
「笑い福」の皆さんの演
技で楽しいひとときを
過ごしました。

　昨年12月以後山内の”ホット情報“を33件届けました。
現在約8,000人以上（昨年の2倍）の方が閲覧されています。

　本年度も｢和太鼓六友会」「山内エコク
ラブ｣の2団体に、支援事業をしています。
　六友会は今年も市内各地のイベント
に招待され、活発に活動されています。

　山内エコクラブは、滋賀県内の学術・社会・
文化等に地道な活動をし、功績・功労ある団
体に贈られるハン六文化振興財団の地域振
興賞を受賞され、9月1日に大津プリンスホ
テルで贈呈式がありました。
　「里山の知恵が地域を創る」をモットーに
これからも「資源の見える化」に励みます。

　5月1日より、山内ゲートボール
連盟の皆さんで管理作業をしてい
ただいています。

山内学区民運動会

やまびこドーム
管理業務委託事業
やまびこドーム
管理業務委託事業

人権尊重人権尊重

山内の名人発掘事業山内の名人発掘事業

山内ふれあいサロン山内ふれあいサロン

ホームページ

山内敬老会

鳥獣害対策事業

ホームページ

山内敬老会
（地域福祉部会管轄）

（安心環境部会管轄） （区長会共催）（区長会共催）

（民生委員児童委員共催）

やまびこ文化祭やまびこ文化祭 2013

事業交付金委員会

　11月9日（土）京都大学の市脇一門会が主催するオリエン
テーリング大会が山内で開催されました。
　当日は、選手やスタッフ総勢91名が、中之組から川西にか
けての山中でオリエンテーリング競技を楽しまれました。
　自治振興会では六友館前で「山内名物鹿カレー」を提供し
て大会の応援をさせていただきました。
　鹿カレーの反応は上々で「B1グルメに出場したら？」とうれ
しいお声をいただきました。 会報誌・広報

　8月1日｢快晴やまうち｣第6号
を発行。全戸配布しました。
　今回の第7号は12月に配布。

会報誌・広報

ふるさと資源活性化事業

山内夢づくり部会

　「快晴やまうち」創刊号より、“シリ
ーズ人権の窓”を設けて啓発記事を
連載しています。
　やまびこ文化祭では「ジンケンダ
ー」に登場してもらい啓発に努めま
した。

　やまびこ文化祭は昨年度から、
公民館との共催となりました。
　今年は11月23日から6日間開
催され、23日には午前から各種体
験イベント、午後は今年の目玉
「鹿カレー」や各種バザーで賑わ
いました。
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▲4月のあいの土山斎王群行にて

▲笹路区

▲山内地域市民センターでの
　　　　山林所有者向け説明会

▲山内自治振興会ボランティアチーム
　による東海自然歩道復旧作業

美しい里山再生事業美しい里山再生事業

四季彩の郷若者育成事業四季彩の郷若者交流事業 四季彩の郷若者育成事業四季彩の郷若者育成事業

▲第6号
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▲第7号

▲やまびこ文化祭にて

▲西山をバックにフランシーズ

▲六友館での展示▲鹿カレーをおかわりする
　　　　　スポ少の子どもたち

▲干し柿作りは10月25日から準備▲生花教室には小学校の先生も参加

▲上林神社で記念撮影▲山内地域市民センターを出発

●綱引き
　優勝/市場　準優勝/山女原
●お楽しみレース
　優勝/A組：上の平　B組：猪鼻
●老人クラブホールインワン競争
　優勝/中之組　準優勝/笹路

●デカパンタイムトライアル
　優勝/黒滝　準優勝/山女原
●消防団班別対抗リレー
　優勝/1班

　9月22日(日)、山内小学校運動場で区長会との共催で開催しました。
　楽しく笑顔がこぼれる一日でした。
　結果は下記のとおりです。

　6月23日第1回エコライフ講座
「ふる里の風情・桜の維持管理に
ついて」に2名が参加しました。
　7月14日と7月30日に山林所
有者向けの事業説明会と現地踏
査を行いました。事業地は大字黒
川字寒所・新林・西の谷の一部で
地権者16名、面積10haです。
　12月22日に第2回目の事業説
明会を実施します。

　鹿料理試食会を10月6日に開催。正
木甲賀市副市長はじめ20名の方に出
席いただきました。12月17日には知事
にも鹿料理を食していただきました。
　11月3日に鳥獣供養祭を上ノ平の宝
泉寺で行いました。
　オリエンテーリング大会に250円で
鹿カレーを提供しました。
　鹿料理教室を11月10日参加者7名、
12月8日参加者6名で開催しました。
　すべての区に箱わなを設置し終わり
ました。

◀エコクラブ代表
　竜王真紀さん

http://www28.atpages.jp/yamauchi11
（4ページに特集しています。）


