山内地域市民センターだより

令和２．１１月
お問合せ先：電話：６８－０００１

日
１

月
２

８

１５
ミハルカス

２２

山内秋のぶらぶら
ウォーキング

火

燃えるゴミ ３
文化の日

水

木
６

のんびりカフェ

５ 燃えるゴミ
・山内ゆうゆうクラブ
13：30～15：30
ペットボトル
発泡スチロール 回収
ライター
日
１２ 燃えるゴミ
・山内切り絵の会
13：00～15：00
・山内書道サークル
13：30～15：30

１３

１９ 燃えるゴミ

２０ 廃プラ回収日
・山内俳句会
13：00～15：00

２６ 燃えるゴミ

２７ 廃プラ回収日

４

９ 燃えるゴミ １０
・おむすびの会 燃えないゴミ回収日・
前日準備
おむすびの会宅配弁当
・いきいき百歳体操
14：00～15：00
・自治振興会理事会
20：00～
１６ 燃えるゴミ １７
・いきいき百歳体操
14：00～15：00

１１

２３ 燃えるゴミ ２４
・いきいき百歳体操
14：00～15：00

２５

金
廃プラ回収日

廃プラ回収日

土
７
・ふらんしーず
13：30～六友館

１４

のんびりカフェ

１８
のんびりカフェ

２１
・おむすびの会
・ふらんしーず
13：30～六友館
２８
・たんぽぽの会

・おむすびの会
のんびりカフェ

ミハルカス

２９
・たんぽぽの会

３０ 燃えるゴミ

ミハルカス
※ 山内秋のぶらぶら
ウォーキングの予備日

〔山内公民館・六友館利用予定団体〕
山内書道サークル、山内俳句会、山内切り絵の会、
ふらんしーず、おむすびの会、たんぽぽの会、山内区長会
いきいき百歳体操、山内ゆうゆうクラブ、山内自治振興会

今月の不燃物処理場の開場日
１１/３・１１/７・１１/８・１１/１０・１１/１７・１１/２１・１１/２２・１１/２４（粗大ごみ処理券(３００円)が必要な場合あります。）
受 付 時 間 ９：００～１６：００ 土山不燃物処理場 ℡６６‐１１４０
※ 燃える粗大ごみ・燃えない粗大ごみ戸別収集も随時されています。 連絡先： ㈱ ヒロセ 0748-52-0943 まで
販売店で引き取ってもらえない家電４品目（エアコン・テレビ・冷蔵（凍）庫・洗濯機（乾燥機）の戸別収集についても ㈱ ヒロセで確認してください！

10月22日(月)に、
土山小学校の自然環境委員会
の子どもさん2人と先生が、
（人権の花運動
考えよう相手の気持
育てよう思いやりの心土山小）
と表示されたプランター植えの
サルビアの花を届けてください
ました。
山内の方へのお手紙もいただきましたので、
機会があれば山内公民館の玄関先をご覧下さいネ。
一日でも長く花が咲いていますように！

事業者として活動されてる“へき地カフェ ミハルカス”
さんが旧山内保育園を活用しイベント開催される日に合わ
せて。地元の食材を活かし、山内ならではの伝統食の継承
や販売活動をしておられるグループのみなさんが「ほっと
する昔懐かしい味を安く販売されています。」
１１/２２はおむすびの会（栗おこわ、ういろを販売）
１１/２９はたんぽぽの会（手作り味噌、焼きそばを販売）
される予定です。
※旧山内保育園の園庭から入り廊下を上がり左側（ＷＣ）奥の
部屋が販売場所となっています。お越しくださいね。

山内秋のぶらぶらウォーキング開催します。
里山でマスクを外して深呼吸～
秋の里山で、体も心も免疫力アップ‼
コロナ禍で人と話したり、運動したりが減ってしまっていませんか？
ソーシャルディスタンスに
気を付けながら秋の山内一緒に満喫しましょう
＊午前の部（猪鼻・川西コース）
９時４５分 山内地域市民センター集合
約２時間（４キロコース）⇒市民センター着 お昼ごろ
＊午後の部（黒滝コース）
１３時３０分 ダイヤモンドホテル駐車場集合
約２時間（４キロコース）⇒ダイヤモンド駐車場着
１５時半ごろ
＊水筒、タオル、動きやすい服装と靴、マスクもお忘れなく。
尚、昼食は用意しておりませんので、午前・午後共に参加してい
ただける方は、各自で昼食をお願い致します。
人数把握のため、11/20 までに山内地域市民センター（68-0001）
まで参加申込みをしてくださいね。
※詳細は全戸配布されますチラシをご覧ください。
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地域市民センター和美ちゃんの聞いて欲しいねん！

令和 2 年秋の全国火災予防運動
１０月上旬のある日、公民館のロビーで飼育観察中のカブトムシのケースの側面
に気泡のような物が…あちらこちらにプツプツ！
床に顔がつくぐらい、ジッと長時間眺める私。その姿を異様に感じながらも、がま
ん強く見守るセンター長（笑）。日に日に気泡の見え方や大きさに変化が。
「アッ動
いた！センター長見てください。早く早く。」
「なんやねん？ちょっと待って、何が
起こったんや。エッ…」の会話から始まった和美ちゃん奮闘記。
（収納ケースの蓋を開けると）
和：「土の上に、メッチャでっかい幼虫おりますねん。」
長：「エッ…そんなに大きくなったんか？」
和：「どんだけおるんやろ～次どうしていいか心配やし、
土山さんや筒井さんに聞いてみるわ。」
（数日後、土山さんが夕方来てくれて、ケースの中を確認すると）
Ｙさん：「ぎょうさん、幼虫おるやん。ひとつのケースに 10 匹～15 匹くらいに分
けな狭すぎてあかんで！」
和：
「わかった、数えてみるわ。エッ！！ひとケースに 60 匹以上いるやん。てっこ
とは、全部で 120 匹くらいいるってこと？収納ケース 10 個、飼育土が 1 ケースに
3 袋は必要や・・・どうしょう？かなり経費かかるな 厳しいな。
あっ、そや市民センター窓口に、貼紙とかぶとむし基金箱置いてみようっと。
今晩は自治振興会理事会やし、貼紙コピーして資料に付けて置いとこ。理事 11 人、
一人くらい何か反応あるかな～。」
～数日後～
土山さん：かぶとむしの里に相談したらどうや？
筒井さん：ケースや飼育マットの費用も大変やから
いい方法あらへんかな？
～和美ちゃんセンター長に相談～
市民センターには、沢山の収納ケースの置き
場所や備品を買う資金もないさかいに、かぶとむしの里に飼育場所があるんやった
らお願いして、市民センターで育った幼虫をかぶとむし里で成虫にしてもらったら
どや。この一連の流れ（サイクル）でやっていき山内地域の色んな人とと地域マネ
ージャー（集落支援員）が、親しみと楽しみをもって今後も関わって行けるよう頼
んでみようや。
【かぶとむしの里の土山さんと吉田さんに相談し 10/29 朝 9 時～決行】
保管していた飼育マットの袋や箱が劣化。土の中に幼虫が成虫になるのに害を及ぼ
す虫が入っていたらアカンから選別！しかし、土が全く足らずに仕方なく使うこと
に。（でもな、ケースに半分くらいしか土を確保できない現状…かぶとむし大丈
夫かな～育つかな 心配。）
袋を開け逆さにして土を出していると！
『おっきな虫が、ひっくり返って固まっていました』
なんと！ボロボロに穴の開いた他の袋からもクワガタムシ
が、まるでドラえもんのポケットのように現れました。
大量のフンと土を振るいにかけ少しでも土の確保。
その後、フンを廃棄せんと利用できひんかなあ？
「畑で野菜の肥料にならないかと考え、土山さんに相談
しお寺の畑で試しに使ってもらえないかと無理をお願い
し、カブトムシの成長と野菜の生育、地域の皆さんと
の親しみある関わりと連動♡ワクワクが膨らむ和美ちゃん
の奮闘記のはじめの一歩。
新たな取り組みに向けてがんばりまーす。地域の皆さんのおかげで、私は生かして
もらえている事、本当に幸せなことだな～っと今更ながらしみじみと感じました。

１１/９（月）～１５（日）の 7 日間
暖房器具の使用や空気の乾燥など、火災の
起こりやすい要因が増えてくる季節でもありま
す。今一度身近な隣近所の方々との日々の
会話の中で“防災”について話してみてはい
かがでしょうか？
※ ついうっかりということもよくありますよ！
野焼きにも気を付けて下さいネ。

みなさん～
11 月 10 日㈫は、おむすびの会『宅配弁当』の日！
注文していた事を忘れていませんか？
お昼前には、ご自宅に配達される予定です。
1 食（500 円）です。準備をしてお待ちください。

公民館の玄関先は花でいっぱい。
ロビー展示もリニューアル

白黒印刷では写真では、
見にくいので、是非
山内公民館にご来館いただき
素晴らしい作品をご覧下さいね。
クワガタムシもロビーの衣装ケース
の中でまっていますよ～。

玄関先には、サルビア、葉牡丹、パンジーなどでいっぱい
編集後記：今月号も最後までご覧いただき有難うござ
い。自称「編集後記だけしか見ないＡさん」にここ数
ヶ月「編集後記の質が落ちている」と指摘をいただい
ています。先月号の最後にかいた「終わり良ければ総
て良し」と思っていただけるように何事にも耳を傾け
力いっぱい励みたいと考えています。

