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い村賞

園児のよさこい 山下 晃一（本山）
第９回天空の郷もとやま写真コンテスト
（関連記事：裏表紙）

新年を迎えて
本山町長

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
町民の皆様には、健やかな新春をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
一方、新型コロナウイルス感染症流行を
受けて日常を制限される中、手指の消毒、
マスクの着用等感染対策にご協力をいただ

細川博司

﹁ 一 陽 来 復 ﹂

新年明けましておめでとうございます。

き、おかげさまで町内での感染拡大を防止

悪いことが続いた後で幸運に向かうこと︒

できています。
また、昨年の町政運営につきましても、ご理解のもと、各種施策・事業を進めることがで
きましたこと、厚くお礼申し上げます。
昨年には、新役場庁舎建設、木能津松島地区への発電・次世代農業施設誘致、土佐本山橋
交差点改良、高校寄宿・交流施設、小中学校デジタル教育充実、放課後児童クラブ施設等々
の施設整備の具体化と着手ができたところです。
併せて嶺北中央病院では、PCR検査に併せて抗原検査ができる体制を敷いています。
さらに、整形外科常勤医師を招き患者の皆様の安心を確保できました。
本年も、将来に持続可能な本山の創造のため各施策の推進に取り組みます。
コロナ対策では、県内で一日の感染者数が最多を更新するなど第３波の下、適切な感染防
止策を講じられなければ、町内でも発症・拡大のおそれがあります。
町民の皆様には、年始のこの時期、引き続き「３密」の回避、マスク着用、手洗いの徹底
をお願いするとともに、感染された方、そのご家族・医療従事者等に対する誹謗中傷、差別
等のないよう併せてお願い申し
上げます。
結びに、本年が住民の皆様に
とって、良い年でありますよう
にご祈念申し上げ、新年のご挨
拶といたします。

地域で育てよう

もとやまっ子！
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2 0 2 1年（令和３年）
〜着実な歩みで、
確実な成果の年に〜
本山町議会議長

岩本 誠生
新年明けましておめでとうございます。
３年の初春をお迎えのことと、議会を代表
町民の皆様方には、ご健勝にて希望に満ちた令和３年の初春をお迎えのことと、議会を代表
し、心よりお慶び申し上げます。
日頃は、議会活動に対しまして温かいご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
力を賜り厚く御礼申し上げます。
経験したことがないような異常な日々が続
昨年は、新型コロナ感染症の拡大で、これまでに経験したことがないような異常な日々が続
まいました。新年を迎えても収束の兆しは
き、年末には感染拡大第３波となり、年を越してしまいました。新年を迎えても収束の兆しは
見えてきません。外国で始まったワクチン効果立証で、国内でも接種が開始され一日も早い終
息を強く切望しています。
さて、今年は丑（うし）年であります。十二支の動物の中で、最も動きが緩慢で歩みの遅い
牛の年は、先を急がず、一歩一歩着実に物事を進めることが大切な年であるといわれていま
す。こんなご時世だからこそ、地に足を着けて慎重かつ効果的な先を見越した行政の遂行が必
要であります。山積する重要課題解決のため、住民の方々の声を聞き、執行部議会が一体とな
り、その対応をしなければなりません。一番は、安心・安全を守るためコロナ対策に万全を期
すこと。新土佐本山橋の開通を年度内に実現すること、新庁舎建設の早期着工をすること
等々。やらなければならないことはたくさんあります。「牛歩の歩み」などとは言ってはいら
れません。やるべきことを、スピード感をもってやることが、行政の基本姿勢であり信頼の基
であります。
本年も、議員一同、決意も新たに各自の持ち味を生かし、頑張ってまいる所存でありますの
で、なお一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
本年が、町民の皆様方にとりまして、平安で良き一年となりますよう、心から念じまして、
年頭のご挨拶といたします。
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本山町は「日本で最も美しい村」連合に加盟しています

嶺北中央病院
171
だより

役場からの
お知らせ

「心不全」ってなんでしょう？

心臓は、体のポンプの役割をして全身に血を巡らせている臓器です。「心不全」とは、
心臓の機能がだんだん悪くなって、寿命を縮める病気です。
「心不全は自分に関係がない？」いいえ、そんなことはありません。日本の死因の総数
の順位は、1位が悪性新生物(がん)、2位が心臓病によるものです。そのなかでも、心不全
による死亡は心臓病のなかで一番多い病気です。一方で、現在年間で約100万人の心不全
患者さんがおり、高齢化が進むにつれてその数は増加しています。2035年には 年間120万
人に到達すると予想され、「心不全パンデミック」の時代が来るといわれています。

どうして心不全になるの？
それでは、どうして心不全になるのでしょう？高血圧、糖尿病、肥満、動脈硬化など
は、心臓の病気のきっかけです。それを土台にし、心筋伷塞、心筋症、弁膜症などの心臓
の病気を起こし、心不全となります。心不全は風邪のように完治する病気ではありませ
ん。一生をかけて付き合っていく病気です。心不全の症状が良くなっても、生活習慣が乱
れたり、薬を飲まなかったりすると、再び心不全を繰り返します。そして、心不全が悪く
なる状態を繰り返すごとに、体の機能は衰え、寿命も縮めていくのです。

心不全になるとどうなるの？
心不全の症状は何でしょうか？大きく分けて2つあります。①心臓のポンプ機能が悪い
(低心拍出)の症状として、血圧が下がる、疲れやすい、体がだるい、手足が冷たいという症
状、②血が体に溜まる(うっ血)の症状として、息苦しい、夜間に咳が出る、横になると苦し
い、動いたときに息が切れる、体重の増え、足のむくみ、食欲がない、という症状が出ま
す。その他にも、お腹の張りなど症状が出ることも
あります。

心不全にならないために
一番大事なことは、予防です。心不全のリスク因
子の高血圧、糖尿病にならない予防、あるいは、薬
をきちんと飲んで、合併症を起こしにくい状態を保
ちましょう。もし、心不全と診断された時は、風邪
を引かず、毎日薬を内服し、節酒節食し、うまく付
き合っていくことが大切になります。コロナの期間
を機会に、生活習慣を改善して、体も心も元気に冬

心不全手帳 第二版より

を乗り切りましょう。
嶺北中央病院 内科

江本 桜子

● 問い合わせ先

○嶺北中央病院 ７６−２４５０
メール reihokuhosp.jimu@shirt.ocn.ne.jp
ホームページ http://www.reihokuchuo-hp.jp/

うがい・手洗い・マスク・予防接種で感染症予防
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住 民 生 活 課

国民年金のご相談・手続き等については
● 問い合わせ先
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○住民生活課
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76−2113

○南国年金事務所

人権標語 ●「やめようよ

０８８−８６４−１１１１

見て見ぬふりと 知らんぷり」

新型コロナ感染症拡大防止のため規模を縮小しての開催

本山町産業文化祭
１１月１４日（土）〜１５日（日）本山町プラチナセンターをメイン会
場として「第４１回

本山町産業文化祭」が開催されました。今年は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、表彰式及び展示部門のみ
の規模を縮小しての開催となりましたが、一般の方や児童生徒の作品
を見ようと多くの方が来場されました。１５日（日）には、産業文化功
労賞、緑に関する絵画コンクール及び人権標語コンクールの表彰式も
行われました。

01.
01. 表彰状授与の様子
02. ホワイエでの展示の様子

02.

産業文化祭が開催されました
個性豊かな122点の作品の中から選ばれたのは・・・

緑に関する絵画コンクール
町内の小学生を対象として第２３回緑に関する絵画コンクールが開
催されました。
個性豊かな作品（122点）の応募から選考された入選者は次のとお
りです。
小学生の部

氏名

最優秀賞

杉本

なつ

すぎもと

優 秀 賞

秋山 心優

あきやま

原

はら

〃
受賞者との記念写真

よみがな

希実

学年

なつ

本山小学校

1年

みひろ

本山小学校

5年

のぞみ

優 良 賞

大石

芽依

おおいし

〃

山中

みちる

やまなか

〃

佐賀野

愛依

学校名

さがの

めい
みちる
あい

吉野小学校

5年

本山小学校

2年

吉野小学校

3年

吉野小学校

6年

人権問題の理解と意識を高める

人権標語コンクール
広く人権問題の理解と人権意識の高揚を図ることを目的と
し、人権問題の標語を募集しました。
町内小中学校、高等学校から259点の応募があり、選考され
た入賞者の表彰式が産業文化祭会場で行われました。入選者は
次のとおりです。

受賞内容

最優秀の部
優秀の部

学校名

氏名

よみがな

嶺北中2年

津田

美鈴

つだ

小1・2

本山小1年

高橋

旺之介

たかはし

小3・4

本山小3年

和田 心美

わだ

小5・6

本山小6年

田岡

希萌

たおか

中学生

嶺北中3年

川口

ひとみ

かわぐち

高校生

嶺北高1年

筒井 賀仁

つつい

受賞標語

みれい
おうのすけ

ここみ
きほ
ひとみ
よしひと

やめようよ
いつも

見て見ぬふりと

にこにこ

大すきだよ

なかよく

家ぞくは

知らんぷり
したい

わたしのたからもの

思いやり 最初は小さな 一歩から
なぜやるの？
その言葉

高知県最低賃金は、令和2年１０月3日から1時間７９２円です。〜高知労働局賃金室〜

自分がされたら

大切な人にも

いやなのに

言えますか？

広報もとやま第212号（2021.01）
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TOWN T OPI CS i n MO T OYA MA

もとやまトピックス
産業功労賞 商工業の部
大石 善保さん（三区）
大石様は、昭和53年７月、大石自動車を設立後、代表取締役に就任
し、自動車整備を通じて車両の最良状態を維持させることにより、事
故防止、省燃費に貢献し、大気汚染を防ぎ、より良い地球環境を守る
ことを経営理念として、事業経営をされています。また、平成16年から
平成29年５月まで14年の長きにわたり、本山町商工会の理事として、
01.
02.

01．記念写真
02．自動車整備に取り組む大石さん

TOWN TOPICS
11

14~15

平成30年からは本山町商工会の監事として、本山町の商工業の振興・
発展に尽力され、地域の発展に努められています。

第４１回本山町

伝統文化である茶道の普及に尽力

文化功労賞 右城 まさ子さん（二区）
右城様は、
（一社）茶道裏千家淡交会師範として、昭和40年代から
平成28年までの長きにわたり、毎月自宅で裏千家茶道教室を開催し、
茶の心「和敬清寂」を伝え、社中を通じて小学生から成人まで多くの
弟子を育てられました。また、本山小学校茶道教室クラブの指導や、
大原富枝文学館茶室安履庵、本山町プラチナセンター茶室等を利用
した茶道教室、茶席の開催など、本山町における社会教育の発展に熱
心に取り組まれるとともに、日本の伝統文化である茶道の普及に尽力
されました。現在は、体調不良のため、本山町を離れられていますが、
現在も多くのお弟子さんから慕われ続けています。

大原富枝文学館安履庵での茶席（茶道クラブの記念写真）
写真左から2番目が右城さん

町村監査委員として地方自治の振興発展に尽力

全国町村監査委員協議会
表彰される
昨年１０月、町代表監査委員・曽我部巧氏（在任期間：平成２５年４
月１日〜現在に至る）は町村監査委員として職務に精励し、地方自治
の振興発展のため尽力された功績が認められ、高知県町村等監査委
員協議会からの推薦を受け、全国町村監査委員協議会から表彰され
ました。また、８月には高知県町村等監査委員協議会から功労者表彰
状を授与されています。
表彰を受けられた曽我部さん

7
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新型コロナウイルス感染者への差別や誹謗中傷はしないでください。
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TOWN T OPI CS i n MO T OYA MA

もとやまトピックス
農山漁村の幅広い活動を評価

吉延営農組合が「農林水産大臣賞」を受賞
11月27日（金）中国四国農政局で、
令和２年度農林水産祭むらづくり部門中国四国農政局表
彰式が開催され、吉延営農組合が農林水産大臣賞の伝達を受けました。
この表彰は、国の農林水産祭の７部門ある表彰行事のうちの一つとして昭和54年度から実施
されており、集落等の農山漁村における農林漁業の振興を核とした、生活、文化等を含む幅広い
地域活動を展開する総合的なむらづくりの事例を表彰するものです。高知県としては、平成30年
度以来、本山町としては初の受賞となります。
今回受賞した吉延営農組合は、吉延の自然・棚田の原風景を将来につなぐ集落営農を目指し
て平成19年に設立され、機械の共同利用や農作業受託により、高齢農家の支援及び担い手農家
の負担軽減を図り、集落一体となった持続可能な営農体制の確立、地域の棚田保全を図るとと
もに、本山町特産品ブランド化推進協議会が行うブランド米「土佐天空の郷」の生産、田んぼ
アートなどの交流促進に参加し、農家の所得向上にも取り組んできました。
このような農業の振興に留まらず、棚田散策ツアーの受け入れや都市の消費者との体験交流
などの交流人口の拡大、集落の伝統行事の復活や６次産業化による女性の活躍の場の創出な
どの集落の活性化等、組織を中心に地域住民も巻き込んだ幅広い活動が評価されました。
表彰式後は、同じく農林水産大臣賞を受賞した岡山県及び愛媛県の団体等と現状の悩みや
課題、課題解決に向けた方策等について意見交換を行いました。

中国四国農政局・塩屋局長から表彰
状の授与

受賞した営農組合の皆さん

吉野運動公園
その１
今 月 号 から 広 報 も と や ま に 新 た な コ ー

ナー として﹁ 本 山 町 今 昔 物 語 ﹂がスタ ー ト

します︒

このコ ーナーでは ︑長い歴 史の 中で本 山

町 がどのよ うに 変 化してきたのかを ︑昔の

写 真 な どで振 り 返ってみよ うと 思います︒

写 真 を 見 て ︑懐 か し く 思 え る 方 もいら っ

代の方たちには ︑新たな 発 見 があるかもし

しゃるでしょうし ︑写 真でし か 知 ら ない世

を 比 べな が ら ︑時 間 旅 行 の 旅 に 出 か け ま

年にテニスコートが完 成

れません︒懐かしの昔の写 真と 現 在の写 真

しょう︒

写 真は ︑昭 和

◆吉野運動公園

した 時に 撮 影 されたもので︑吉 野 クライミ

ングセンターはまだありません︒グラウンド

20歳になったら

え ︑周 りの 樹 木 が 現 在 よ り も 小 さ く ︑時の

広報もとやまでは、
みなさんのお宅に眠ってい
る昔なつかしい風景写真を募集します。
本人またはご家族が撮影された、著作権を完
全に保有されているものに限り、受け付けさせて
いただき、
このコーナーでご紹介させていただこ
うと思っています。詳しくは、教育委員会社会教
育班（0887-76-2084）
までご連絡ください。

では ︑ソフト ボ ー ルを 楽しむ 様 子 がうかが

流れを感じますね︒

− 昔の風景写真を募集します −

58

吉野クライミングセンターは平成13年（2001年）
に完成し、今年で20年を迎えました。

毎年受けよう

地域医療健診
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さん

人と人とのつながりを
山中 公平
生活をはじめ︑３年がたちまし
た︒先日︑息子が生まれ︑現在︑
おむつ替えに四苦八苦していま
す︒︵笑︶
◆オープンより１年半が経過し
ましたが︑利用したことの無い
住民の方もいると思います︒住
民の方だからこそ普段使いでき
るおすすめを教えてください︒

持ちでしたらトレーニングルー
ム︵月額１１００円︶のご利用
もお勧めします︒

などで利用できるよう準備をし
ています︒ぜひご相談ください︒
皆様のご利用をスタッフ一同︑
心よりお待ちしております︒

モンベルアウトドアヴィレッジ本山

ew

インタビュー

in
今回は︑モンベルアウトドア
ヴィレッジ本山店長の山中公平
さんに︑住民の皆様におすすめ
の利用方法を伺いました︒
◆まず︑自己紹介をお願いしま
す︒
□モンベルアウトドアヴィレッ
ジ本山店長の山中公平です︒大
阪より︑妻と本山町へ移住し︑

◆仕事に対してのこだわりはあ
りますか？
□モンベルの姿勢でもあります
が︑﹁自分たちでできることは
自分たちでやる﹂ということで
す︒私自身︑このような施設の
運営は経験が無く︑オープンか
ら︑試行錯誤の連続でしたが︑
住民の皆様やお客様︑職場の仲
間︑関係各社の皆様のおかげで︑
今日を迎えられたと思います︒
まだまだ完全ではありませんが︑
モンベルスピリットを念頭にお
き︑少しずつ自分たちならでは
のことを増やしてまいりますの
で︑ご指導の程よろしくお願い
します︒

◆今後の展望を教えてください︒
□本山町の好きなところは︑人
と人との距離が近く︑温かさを
感じられるところです︒私も本
山町の一員として︑皆様とのつ
ながりを大切にしたいと考えて
います︒今後は︑住民の皆様に
貢献できる事業として︑この施
設からの地域イベントの発信強
化や︑本山町をよく知る皆様を
講師としてお迎えし︑昔遊びや
料理のガイドを行っていただく
よう計画し︑研修棟では︑皆様
がワークショップや習い事教室

広報もとやま第212号（2021.01）「緑の募金」にご協力をお願いいたします
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□問い合わせ先 72-9670／レストラン 72-9672
□営業時間 9：00〜18：00（年中無休）
□レストラン 11：00〜20：00（ラストオーダーは19：30）
□れいほくの湯 13：00〜20：00
□トレーニングルーム 9：00〜21：00
※新型コロナウイルスの影響で営業時間が変更となる場合があります

安武さん（左）と下川さん（中央）

やまなかこうへいさん

3URILOH

大阪生まれ、33歳

３年前から本山町へ移住
し、生活をスタート。本山
町の好きなところは人の
温かさを感じれるところ。
そのつながりを大切に事
業を展開していきたい。

□アクティビティ︵ラフティン
グなど︶はもちろんですが︑地
元の食材を使ったハーベステラ
スは︑お気軽にお立ち寄りくだ
さい︒れいほくの湯は町民割引
も実施中で︑夜８時までご利用
可能です︒各週金曜日〜月曜日
で︑香りや効能が異なる﹁変わ
り湯﹂をお楽しみください︒
また︑農林
業を営む皆様
を支える商品
コーナを設け
ています︒
チェーンソー
の歯を通さな
いズボンで
あったり︑雨
を弾き丈夫な
素材でできた
上着もありま
す︒寒さの厳
しい本山町に
おすすめの肌
着もあります︒
ダイエットや
ボディメイク
にご興味をお

お気軽に
お声掛けください。

r vi
te

〜

肝臓ってどんな働きをしているの？〜

肝臓の働き

薬物やアルコールなどの
代謝・解毒

胆汁の生成・分泌し、
脂肪の消化・吸収を助ける

体内に入ったウイルスや
細菌から防御

エネルギーの貯蓄

肝臓の病気「脂肪肝」
肝臓は障害が起きても症状が現れにくく、気づきにくいことから「沈黙の臓器」とも呼ばれて
います。
お酒の飲み過ぎや食べ過ぎにより、中性脂肪が多量に蓄積されると「脂肪肝」になります。脂
肪肝から炎症が起こると脂肪肝炎から肝硬変や肝がんに進む可能性があるので注意が必要です。
ぎ
飲み過

ぎ
飲み過

生 活習慣を見直して脂 肪肝を予防しよう
アルコールを飲み過ぎない。休肝日を作りましょう。
食べ過ぎに注意しましょう。体重コントロールに注意しましょう。
食物繊維を十分に摂りましょう。（野菜：350ｇ／日）
塩分の摂り過ぎには注意しましょう。（男性8ｇ／日・女性7ｇ／日未満）
規則正しい生活習慣を心がけましょう。
定期的に運動をしましょう。

毎月
月

日は「食育の日」

《豆腐のきのこあんかけ》6 人分
★ 作り方 ★

★ 材 料 ★

木綿豆腐・・・・・・・・・・・・・・600ｇ
えのき・・・・・・・・・・・・・・・・120ｇ
しめじ・・・・・・・・・・・・・・・・120ｇ
ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・60ｇ
顆粒だし・・・・・・・・・・・・・・小さじ1½
酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
濃口醤油・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400㎖
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

①木綿豆腐は食べやすい大きさに切る。
しめじ・えのきは石づきを取り、えのきは
半分に切る。
ねぎは3㎝くらいの長さで斜めに切る。
②フライパンにねぎ以外の材料を全て入れ、
15分くらい中火で煮る。
③最後にねぎを入れ、さらに3分ほど煮る。
④木綿豆腐をお皿に取り出し、水溶き片栗粉
を回し入れ、全体を混ぜながら、とろみを
つける。
⑤取り出しておいた木綿豆腐に④のあんをか
ける。

◎毎月19日は、「食育の日、家族そろっていただきますの日」と設定し、できる限り地域の食材を使い、家
族で食事の準備をし、家族そろってゆっくり食事をいただき、食育について考え、実施する日としています。
《本山町食生活改善推進協議会》

買い物は地元商店で！

広報もとやま第212号（2021.01）

10

嶺北中学校

さくらプロジェクト発表会

MO

TOY

AM

A

り
だよ

学校・保育

11月28日
（土）
に本山町プラチナセンターで
「さくらプロジェクト発表会」が行われ
ました。年度当初より新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、
「 総合的な学習の時間」
150
Vol,
の計画を大幅に変更せざるを得ないなかで取り組みが始まりました。特に、地域をテーマ
にしており、現地での学習に制約がありましたが、探究課題に迫る取り組みとなりました。
をテーマに本山町の特産品を中心に生産者への取材
1年生は「本山町の魅力発見」
をとおし、地域の課題や生産者の努力などブランド化に至るまでの苦労を自作のCMを交え
発表することができました。特に、本山町の気候風土と土づくりから生まれたブランド米「土
佐天空の郷」や手絞りから生まれた「ゆずごこち」など生産者の努力が生んだ特産品を紹介
しました。
また、
プレゼンテーションを行ううえでのポイントを高知工科大学の都築五明先生に指導
を受け発表に向け、準備を進めてきました。
2年生は「本山町の魅力発信」をテーマに本山町の歴史や文化遺産、特産品や直販
店など地域の産業について調べ、魅力や課題、その改善策を提案しました。
また、2年生で実
施される修学旅行で訪れる北海道浦臼町親善大使の役割も担っています。
しかし、新型コロ
ナウイルス感染症拡大に伴い、修学旅行は来年度に延期となり、計画の修正も余儀なくされ
ましたが、本山町の魅力を伝えるために、様々な視点で資料を作成し準備を進めています。そ
して、魅力を発信する方法について、SNSやポスターを作成し
「本山町ってどんな町？〜本山
町に来てみいや〜」
と幅広く呼びかけを行う予定です。
をテーマに本山町の課題をコロナ禍での生活と重
3年生は「本山町への地域貢献」
ね、本山町社会福祉協議会の協力も得て、
マスクづくりや高齢者とのリモート対談に取り組
みました。2年生からの継続した取り組みを計画していましたが、新型コロナウイルス感染症
拡大により計画を見直し、全国的な問題となっていたマスク不足に着目し本山町の課題であ
る高齢化（独居老人）の問題に併せ、マスクの製作と配布に取り組むことにしました。また、
「高齢者に元気を届けよう！」
とリモートでの交流会を企画し、
ラジオ体操やクイズ、ゲームを
行いテレビ越しに楽しい時間を過ごしました。

1年生の発表

★ ・・・

1・2月の学校・保育行事日程 ・・・ ★

★本 山 小 ★

1/ 8(金)
1/22(金)
1/28(木)
2/ 1(月)
2/ 4(木)
2/10(水)
2/19(金)
2/26(金)
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2年生の発表

始業式
マラソン大会
漢字検定（1〜6年）
避難訓練
中学体験入学
保育との交流（5年）
中学説明会（6年）
園児一日入学

★吉 野 小 ★

1/ 8(金)
1/22(金)
1/26(火)
1/28(木)
2/ 2(火)

始業式
英語検定
防災学習発表会
漢字検定
吉野検定

3年生の発表
★ 本山保育所 ★

1/ 4(月) 保育始まり・お弁当の日
★嶺 北 中 ★
1/15(金) 吉小との交流
避難訓練・身体測定
1/ 8(金) 始業式
2/ 3(水) 節分
1/12(火) ３年第５回実力テスト 2/25(木) 吉野小１日入学
1/22(金) 第３回英語検定(一次) 2/26(金) 本山小１日入学
1/28(木)

第３回漢字検定

2/ 4(木)

新入生体験入学

★子育て支援センター★

1/ 8(金) 絵本に親しもう
中学校説明会（吉野小） 1/13(水) 身体測定・育児相談
2/17(水)18(木)19(金)
1/15(金) お誕生会(１２、１月生)
1/22(金) つくって遊ぼう
３年生期末テスト
2/ 4(木) 絵本に親しもう
2/12(金) 参観日・中高説明会 2/19(金) 中学校説明会（本山小） 2/18(木) つくって遊ぼう
2/21(日) 第３回英語検定（二次） 2/24(水) まぱじば教室
2/26(金) 6年生を送る会

広報もとやま第212号（2021.01）
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ごみは分別して出しましょう

天空の郷もとやま写真コンテスト第９弾とし
点の作

て作品を募集し︑今回も素晴らしい作品が数多
くあり︑応募点数１０５点の中から︑
品が入賞となりました︒その中から上位作品を

発行：本山町

編集：広報編集委員会

「ワラビ採り」
横山 彰（観音寺市）

銀賞
賞

「汗見川の花いかだ」
川村 香代（土佐町）

︻審査員講評︼

中島健藏

今年はコロナの影響で応
募作品が少ないのではと懸念
されましたが︑みなさん温存
していた秀作を発掘され︑ス
テイホームのかいがあったの
ではないでしょうか？もちろ
ん新作も数多く受賞されまし
たが︑気が付いたのは上位受
賞作品は複数応募されたどれ
もが審査票︵点数︶を集め︑
どの作品に賞を付けるかで最
終審査が難航したということ
です︒
全体の流れというか︑展
示まで考えてその中から受賞
作品が決まりますので︑まさ
に実力伯仲の審査が悩ましく
も楽しかったです︒
2021年こそいろんな
行事が復活できると願ってお
りますので︑新作を撮影に訪
れていただければフォトコン
を続けられる原動力にもなる
と思います︒
皆さんの健康と活躍に期
待して来年も元気にお会いい
たしましょう︒

印刷：株式会社高知新聞総合印刷

〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山504
（0887）76-2113 FAX（0887）76-3593
URL http://www.town.motoyama.kochi.jp

銀賞
賞

「本山のいかだレース」 野中 俊秀（香美市）
金賞
賞

22

紹介します︒︵最優秀賞である日本で最も美し

2021年 1月号

い村賞は表紙で紹介しています︶

広報もとやま 第212号

天空の郷 もとやま

第9回写真コンテスト
受賞作品紹介！
美しい村通信

