
2021年度
やまびこ文化祭開催

山内ふるさと物語(紙芝居制作)

敬老の記念品配布

　昨年度に引き続き、やまびこ文
化祭はコロナ禍のため、ステージ
イベント等を取りやめ、規模を縮

　毎月1回、猪鼻集会所では、にぎ
やかに紙芝居制作が行われてい
ます。これは、山中、笹路に引き続
いて行われている山内ふるさと
物語事業です。
　すでに一作目「猪鼻の子どもた
ち」は完成しており、やまびこ文
化祭でも展示しました。昭和30年
代頃の猪鼻での出来事を子ども

　生きがい発揮事業の一つ、敬老
事業として、9月19日に75歳以上
の方に記念品のラスクと地元お
買い物券500円×3枚を配布しま
した。
　各区選出の運営委員に75歳以
上の方の在宅の状況から調べて
もらい、該当者宅に一件ずつ届け
ていただきました。お買い物券の
期限は1月31日までです。お忘れ
のないようにお願いします。

　今年は初めて山内外へのウォ
ークとなりました。
　その為か参加者は自治振興会
関係者も含めて７名と少人数で
したが、約２キロのコースを色と
りどりの落ち葉の上を歩きなが
らおしゃべりもはずみ、秋を満喫
しました。

秋のウォーキングは
　　 水口こどもの森

小して出店と展示のみの開催と
なりました。
　10月24日から27日までが作品
展示、24日には模擬店の出店。今
年もおむすびの会、たんぽぽの会、
山女原くるみちゃん、アロニアボ
ランティアグループ、なごみ屋よ
り出店があり、ほとんどが予約制
の為、すべて完売となりました。
　来年度こそは通常通りの開催
ができることを願います。

お披露目は2022年2月27日予定
の目線で月ごとに描かれている
お話です。火頭古神社での夏休み
の出来事、学校の学芸会、農耕を
子どもたちがお手伝いしたこと、
など子どもたちが村の行事に関
わり、年配者から教えていただい
た人や自然との付き合いの方法
が紙芝居によって描かれていま
す。
　環境に配慮した暮らし、まさに
SDGs(エス・ディー・ジーズ)。現在
は2作目「猪鼻はにぎやか」に取り
組んでおられます。また川西地区
でも制作が始まっています。お披
露目が楽しみです。
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▲  山内の子ども達の作品
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いよいよ
『アロニア栽培』が
               事業化へ

「おむすびの会の
　　　　　宅配弁当」

　平成24年度山内自治振興会で
日本へ来てまだ36年の「アロニ
ア」という北米原産でロシア系の
小果実を山内で初めて栽培を始め
ました。
　栽培の主軸もアロニアフロン
ティアグループ12名の方にお世話
いただいております。
　この度、このアロニアの事業化に
向けて企業が立ち上がっていただ
きました。
　アロニアの果実を東近江市に本
社を置くニンジャワークステクノロ
ジーズ株式会社様に買い取ってい
ただきます。製造・加工を地元甲
賀市の島本微生物工業株式会社
様が担当され、ニンジャワークス
テクノロジーズ様から今、人気の酵
素ドリンクで売り出されることが正
式に決まりました。植物発酵飲料
「アロニア・ロゼ・エンザイム」（仮
称）として製品化されます。
　現在、サンプル製造に掛かられ
ています。
　この度、ニンジャワークステクノ
ロジーズ様より生産数を応援する
為、アロニア苗木150本を寄贈い
ただきました。
　この苗木は11月27日15名の皆

　集落環境保全事業の一環とし
て、今年も猪鼻と川西の間、寒所地
先の落石防止柵の西山側の草刈り
を12月５日に行いました。
　班員と3役の7名で約1時間、柵
と斜面の間の非常に刈りにくい所
でしたが短時間で終えることがで
きました。

鳥獣供養祭今年は十楽寺で

土山地域田舎の防災フォーラム開催

寒所地先草刈り
　　　　　作業実施

　例年通り
今年も鳥獣
供養祭を11
月3日、山
中の十楽寺
で執り行い
ました。
　今年から
「地域ぐる
み捕獲推進

事業」に補助員として参加していた
だいている女性2名の方を交えた
ボランティアの皆さんと、3役、部
会長の出席の元、捕獲した鳥獣の
供養と、従事者の安全を祈願しま
した。

　12月5日、土山地域ご近所福祉
推進協議会と社協の主催により、
防災フォーラムが開催されました。
山内からも、区長会を始め、振興
会理事、各種団体等たくさんの参
加がありました。
　基調講演では、「矢島断層から
のメッセージ～震災といのち・人と
のつながり」というテーマで米山正
幸氏よりお話がありました。

　おむすびの会では、高齢者用宅
配弁当を月１回程度、予約制で、販
売・配達をしています。
　今年は、4月20日、5月18日、6月
15日、10月14日、11月16日の計5
回実施しました。
　なお12月と１月はお休みです。

「地産地消、
　　　たんぽぽの会」

　毎回人気のたんぽぽの会によ
る、地元産の食材にこだわった和
菓子等を不定期に販売していま
す。
　6月20日は水無月と抹茶ういろ
う、8月7日どうかん団子、12月25
日にはこんにゃく、くさ餅、しろ餅
の予約販売を行い、いずれも完売
しました。

さんにより雨の中を植えていただきま
した。
　また、山内の生産量の不足に本場北
海道の千歳市と伊達市のアロニア農家
３軒も供給を応援していただくことも
決まりました。
　行く行く大手ネット通販でも取り扱っていただく
よう準備を予定しているとのことです。山内地元と
してもこれから先、広く普及に努めていきたいと思
います。
　地元においては、ミハルカス様が旧山内保育所
で、アロニアをジュースやゼリーにして販売してい
ただいております。すぐに売り切れになるほど人気
で来年の果実も予約をいただいております。
　振興会ではこれから先、広く普及に努めていきた
いと思います。

　本年度の11月末までの捕獲数
は、鹿45頭、猪1頭の計46頭となり
ます。
「狩猟免許取得者募集」
　安心環境部会では、鳥獣害対策
事業の一環としてドロップネット・
囲い罠などによる捕獲及び維持管
理を実施しています。
　振興会発足と同時に立ち上がっ
たこの事業ですが、10年が経過
し、ボランティアの皆さんも高齢化
が進み、また令和5年9月に免許の
更新があるため、新しく囲い罠の
狩猟免許を取得していただける方
を募集しています。
　詳しくは自治振興会までお問合
せ下さい。

　1995年に起ったマグニ
チュード7.3の阪神・淡路大震
災の際、旧北淡町(現淡路市)
の消防団員として救出活動に
携わられた米山氏は、「5：46
の発災後、人口1万人余りの
北淡町で約300人が生き埋め
になったが、当日の昼過ぎに
は、全員の救出、17：00頃に

は行方不明者ゼロ」といった迅速
な救援ができたこと、それは日頃
からの「この家のだれがどの部屋
で寝ているか」まで知っている近
所付き合い、コミュニケーションが
あったからこそである」と語られま
した。
　加えて、「自然災害は防げない。
だからこそ、日頃の近所付き合い、
ご近所や小さな地域での防災につ

いての話し合いやルールを作って
おくことが大切」とのことでした。
　今回の研修を機に、他人事では
なく自分事として考えていきたいと
思いますね。
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▲  ニンジャワークス様より苗木の贈呈式

▲  ８月の摘み取り

▲  アロニアフロンティアグリープの皆さん

▲  150 本用の掘削

▲  雨の中の植樹

▲  島本微生物様にて

▲  講師の米山氏

講師に米山正幸氏
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ミハルカス

　雑草生い茂る園庭の草刈りか
らスタートした旧山内保育園の
へき地カフェ『ミハルカス』。
　思い出の残る保育園で、気軽に
集まれるコミュニティの場を提
供しようとカフェを営業してい
ます。地域の方の応援と後押しを
励みに、市の公募型プロポーザル
へ応募、審査を受け『ミハルカス』
として採択いただきました。
　クラウドファンディングでは
たくさんの方からのあたたかい
メッセージと共にご支援を賜り、

　12月19日（日）、コロナ禍のた
め延期になっていた、旧山内小学
校での㈱アクアステージによる
養殖事業の視察会が行われまし
た。
　午前９時から12時までの間、延
べ140人近くの住民の方が視察さ
れました。
　1階から3階まで、ヒラメ、トラ
フグ、カワハギ、ビワマス等が旧
教室にレジャープールの素材を
使った水槽で養殖されています。
　「完全閉鎖循環型陸上養殖」と
いうシステムで、数か月から1年

誠にありがとうございました。
　進学や就職、結婚などで山内を
離れた方に『帰りたくなるふるさ
と』と思ってもらえるような活動
をしていきたいと思っています。
　また山内地域の皆さんの出店
も募集しています。畑の野菜や手
づくり雑貨など気楽に楽しみな
がら出店販売してみませんか。い
つでもミハルカスにお声かけお
待ちしております。
●毎週水曜日『のんびりカフェ』
●不定期『日曜ミハルカス』

アクアステージ

　気軽に施術を受けられるマッ
サージ、親子で体験できるワーク
ショップ、ハンドメイドアクセサ
リーなどの出店者様と一緒にミ
ハルカスでお待ちしてます！

（ミハルカス）

山内自治振興会
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旧山内小学校・保育園跡地活用　その後

やまうちって

どんなとこ？


間水を替えず、浄化して水質を保
ち循環させて行きます。抗生物質
等を使わず、自然の魚と違って寄
生虫アニサキスの心配もないと
のことです。
　㈱アクアステージは寺社の池
や堀の水質浄化を手掛ける㈱ウ

イルステージ（草津市）が陸上養
殖システムの開発会社として設
立されたものです。
　事業開始以来2年の間で、順調
に魚の成長が見られ、期待がもた
れています。
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