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地域で育てよう
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まちづくり推 進 課
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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

役場からの
お知らせ

教 育 委 員 会

英会話教室が始まりました！
日常英会話の習得や英検取得を目的として始まった英会話教室
が、今年も５月から開催されています。
中学・高校生の部、小学５年生以上の一般向けコースに分かれ
て、それぞれの目的に合わせたコースに参加できます。参加料は無
料で、当日参加もできますので、お気軽にご参加ください。
アダンナ・サイモン・ケムバ先生

【中学・高校生の部】＊月曜日
ビギナーコース…基礎的な英会話（英検5級・4級レベル）
ハイクラスコース…日常的な英会話（英検3級、準2級以上）
時 間…17：00〜17：50

日 程…7/11、25 8月はお休み 9/5、26 10/3、17 11/7、21
12/5、19 1/16、30 2/13、27 3/13

【小学校5年生以上一般向け】＊火曜日
ビギナーコース…基礎的な英会話
ハイクラスコース…日常的な英会話
時 間…17：30〜18：20

クリステン・リー・クラーク先生

日 程…7/12、26 8月はお休み 9/6、27 10/4、18 11/8、22
12/6、20 1/17、31 2/14、28 3/14

●場
所 本山町プラチナセンター
● 問い合わせ先 本山町教育委員会 社会教育班

76-2084

うがい・手洗い・マスク・予防接種で感染症予防
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高知県事業承継・引継ぎ支援センター

①一般保証 又は
②経営承継準備関連保証
限度額

1,000 万円
2.27%以内

貸付利率※1
保証料率

● 問い合わせ先

③特定経営承継準備関連保証

0.11〜0.34%※2

0.2％



（事業承継の相談窓口）高知県事業承継・引継ぎ支援センター
088 802 6002
メール：kochi-center@abelia.ocn.ne.jp
（記事に関する問い合わせ先）高知県商工労働部経営支援課 事業承継・診断担当
メール：150401@ken.pref.kochi.lg.jp
5
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0888239697

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。

食 育推進事業 〜田植え体験〜

田植え終了
後︑児童会を代
表して︑６年生
たかいし ら いち
の髙石雷市さん
から地域の方々
へお礼の言葉を
伝えました︒
今回植えた苗
は︑秋に収穫予
定です︒
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高知県最低賃金は、令和3年１０月2日から1時間820円です。〜高知労働局賃金室〜

６月２日︵木︶本山町寺家のきらきら
農園で︑吉野小学校の全児童が田植え体
験をしました︒天気にも恵ま
れ︑子どもたちは冷たい泥と
水の感触を味わいながら︑楽
しく田植えをすることができ
ました︒

手順を説明する
子どもたちに合図を送る
農業公社の小原由輝さん 地域コーディネーターの
前田侯先生

れいほく教育魅力化・交流支援センターの
愛称が決定しました！！

「いろんな人が立ち寄
れる場所であってほし
いから」

「もっと（地域の人
と）交流していきたい
し、地域と親密な関係
でありたいから」
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もとやまトピックス

間伐体験を

私の『普通』 あなたの『普通』」

なないろの森通信
中学３年生

大変だった﹂といった感想が上
がりました︒
最後に︑林業家の皆さんが
チェーンソーで切る様子も見せ
ていただきました︒生徒たち
は︑チェーンソーの大きな音に
驚くと同時に︑ノコギリで切る
よりもずっと早く切れたことに
感動していました︒
間伐は森林が健全に生育して
いくために必要な作業です︒生
徒たちは実際に汗をかいて経験
することで︑その大変さと達成
感を味わうことができたようで
した︒

﹁
※なないろの森通信﹂では令和３年
度に策定した﹁土佐本山コンパクト
フォレスト構想﹂を広く知っていただ
くために︑毎月本山町の森林・林業に
ついての記事を掲載していきます︒

76

人権標語「違うかも

広報もとやま第230号（2022.7）

7

● 問い合わせ先
まちづくり推進課

ー３９１６



実施しました

20

今年の嶺北中学校３年生は︑
総合的な学習の時間に﹁本山町の
林業﹂について学習をしていま
す︒その授業の一環で︑５月 日
︵金︶に間伐体験を行いました︒
指導してくださったのは︑本
山町の若手林業家の皆さんで
す︒現場は北山西の雁山中腹に
ある町有林で行いました︒
山に入る前に︑まず山への感
謝と安全を祈願して山の神様に
お参りをしました︒その後３班
に分かれて体験場所へ移動し︑
林業家の皆さんに教えてもらい
ながら︑ノコギリで切り込みを
入れていきます︒木は ㎝ ほど
の太さがありましたが︑交代し
ながら伐り進めていき︑約１時
間半かけて安全に切り倒すこと
ができました︒木を切った後は
森に光が差し込む空間ができて︑
まわりの木がこれから育ってい
く様子がイメージできました︒
生徒たちからは﹁切り口の方
向を修正するのが難しかった﹂
﹁斜めに切るのが特に堅かった﹂
﹁斜面で足場を確保することが
20

だい き

筒井

大貴
３年

つつ い

令 和４年度全国高等学校総合体育大会
高知県実行委員会高校生活動
推進委員会の取り組みについて 高知県立嶺北高等学校

今年７月26日から行われる相撲を皮切りに、８月23日まで高知県で令和４年度全国高等学校総合体育大
会（通称：インターハイ）が開催されます。私は高知県実行委員会高校生活動推進委員会生徒委員長とし
て、インターハイを「支える」立場で、のぼり旗のデザインを考え各校に設置をお願いしたり、５月３日に
中央公園で行われた「こうち春花まつり2022」にてトークイベントに参加し、ＰＲ活動を行うなど広報活
動を中心に様々な活動に取り組んでいます。
高知県での開催は実に24年ぶりとなり、全国から約１万人の選手・監督などが高知県に来県し、熱戦を繰
り広げます。私はこのインターハイでたくさんの人に高知県の魅力を知ってもらい、来県された皆さんか
ら、「また来たい！」と思ってもらえるような推進活動を進めていきたいと思います。
今年の高知の夏は、どこの県にも負け
ないぐらい「熱い」県にするためにも
「高知家」という言葉があるように、高
知県民が一丸となって来県される選手・
監督へのおもてなしで大会を盛り上げて
いきたいです。地域の皆様もぜひ御協力
ください！

間伐作業をする嶺北中学校の生徒

役場からの
お知らせ

住 民 生 活 課

国民年金の加入手続き･保険料免除申請等の
電子申請を開始します
国民年金第１号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特
例申請については、マイナポータルを利用した電子申請ができるようになりました。申請に
は、マイナンバーカードが必要となりますが、マイナポータルの情報を活用してスマートフ
ォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成するこ
とができます。
また、申請結果もスマートフォン等で確認することができます。お手続きの際は、ぜひご
利用ください。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
URL：https://www.nenkin.go.jp/denshibenri̲kojin/mynaportal.html
● 問い合わせ先

○住民生活課 住民班

76 2113

○南国年金事務所

088 864 1111

お 知 ら せ 掲 示 板

モンベルアウトドアヴィレッジ本山からのお知らせ
アウトドアヴィレッジの温浴施設「れいほくの湯」では、毎週金曜日〜日曜日まで替わり
湯を実施しています。
また、本山町民の方は町民割引があり、大人：330円 小人：198円でご入浴いただけま
す。お得な回数券も販売しておりますので、ぜひ一度足を運んでみてください。レストラン
ではドリンクのテイクアウト等も行っていますので、あわせてご利用ください。
※小人は4歳から小学6年生までの方
●７月のスケジュール
１日〜３日

たんぽぽ風呂

８日〜10日

よもぎ風呂

15日〜17日

松風呂

22日〜24日

クマザサ風呂
● 問い合わせ先

20歳になったら

○モンベルアウトドアヴィレッジ本山

毎年受けよう

地域医療健診

729680
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お 知 ら せ 掲 示 板

高知職業能力開発短期大学校（KPC）
オープンキャンパスのご案内
高知職業能力開発短期大学校（KPC）は、厚生労働省所管の工業系短期大学校です。
学校の雰囲気を感じていただくため、高校生等を対象にオープンキャンパスを実施します
（保護者の方も大歓迎です）。
参加される方はランチが体験できます（要予約）。
申し込み方法や詳しい内容は、ホームページをご覧ください。
【オープンキャンパス】
開 催 日

時 間（予定）

備 考

1

７月16日（土） 11：00〜15：30（受付10：40〜）

ものづくり体験1科選択

2

9：00〜13：00 生産機械技術科
（受付8：40〜）
７月31日（日）
12：00〜16：00 電子情報技術科
（受付11：40〜）

ものづくり満喫編
（“ものづくり体験”を主
体としたオープンキャ
ンパスです。）

3

９月 4日（日） 11：00〜15：30（受付10：40〜）

ものづくり体験1科選択

4

12月18日（日）

13：00〜15：30（受付12：40〜）

両科ミニ体験

内 容（予定）
学校・学科紹介／入試概要説明／就職状況紹介／キャンパスツアー／ものづくり体験（要
予約）／ランチ体験（無料・要予約）／学生寮の見学／在校生交流カフェ／個別相談
※開催時間や内容は変更になる場合がございます。
【入試対策講座】
開 催 日
9月25日（日）

備 考

時 間（予定）
10：30〜15：00（受付10：00〜）

第一志望合格をサポート
するため、数学・面接の
対策講座を開講します。

内 容（予定）
数学Ⅰ対策／面接対策講座／個別相談
※開催時間や内容は変更になる場合がございます

【場 所】
高知職業能力開発短期大学校（KPC）
住所：香南市野市町西野1595-1

9
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【申し込み先・問い合わせ】
高知職業能力開発短期大学校（KPC）
学務援助課
電話：0887-56-4100
HP：http://www3.jeed.go.jp/kochi/college/

「緑の募金」にご協力をお願いいたします

毎月
月

日は「食育の日」

〜「新しい生活様式」における熱中症予防と対策〜
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、「新しい生活様式」として、「マスクの着用」
「手洗い」「３密をさける」等の対策を行うことが求められています。
これから、暑い日が続き、熱中症や脱水症が心配される季節を迎えるにあたり、「新しい生活様
式」を取り入れた熱中症対策が必要となってきます。
熱中症とは、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体
温調整がうまく働かなくなり、体内に熱がこもってしまった状態の総称です。症状は、めまい、立
ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪い、頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感
などがあります。また、熱中症は炎天下の野外で起こると思われがちですが、室内で起こることも
多くなっています。

★気をつけたいポイント★
暑さに備えた体力づくり
普段からウォーキングな
どで汗をかく習慣を付けま
しょう。
食欲がないときでも食べら
れるものを少しでも食べるようにしましょう。
こまめな水分補給
いつでも水分補給ができ
るように水筒やペットボト
ルに水やお茶を入れて持ち
歩き、のどが渇いていなく
ても早め早めに水分補給を
しましょう。
体調にあわせた行動
体調が悪いときは、暑いとこ
ろでの活動に注意しましょう。
涼しい服装

マスクの着用について
高温や多湿といった環境下でのマスクの着用
は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるの
で、屋外で人との距離が十分な場合（少なくと
も２ｍ以上）は、マスクを一時的に外すことも
必要です。
マスクを着用する場合には、強い負荷のかか
る作業や運動は避け、のどが渇いていなくても
こまめな水分補給を心がけましょう。
エアコンを適切に使用しましょう
室内では、エアコン・扇風機を使用したり、
遮光カーテンなどで直射日光を防ぎましょう。
新型コロナウイルス対策のためには、冷房時で
も窓を開けたり、換気扇による換気を行うこと
が必要です。
また、炎天下での作業など
は避け、屋外では、日陰を歩
いたり、帽子をかぶったり、
日傘をさしたりしましょう。

《オクラとトマトの中華和え》4人分
★ 材 料 ★

★ 作り方 ★

トマト・・・・・・・・・・・・・・200ｇ
オクラ・・・・・・・・・・・・・・120ｇ
いか・・・・・・・・・・・・・・・・80ｇ
長ねぎ・・・・・・・・・・・・・・20ｇ
しょうが・・・・・・・・・・・・1かけ
にんにく・・・・・・・・・・・・½かけ
オイスターソース・
・大さじ½
酢・
・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
塩・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ¼
こしょう・・・・・・・・・・少々
ごま油・・・・・・・・・・・・小さじ1

① オクラはガクを薄くむく。いかはワタを取り、胴は皮を
むく。
② 鍋に湯を沸かし、オクラを入れて30秒程度茹でて乱切
りにする。トマトも同じ大きさに乱切りにする。
③ ②の鍋でさっといかを茹でて、胴は1㎝幅に切る。足は
切り離し、ざく切りにする。
④ 長ねぎ、しょうが・にんにくをみ
じん切りにする。
⑤ ④とAの調味料を合わせる。
⑥ 器にオクラ、いか、トマトを盛り
付け、⑤のタレをまわしかける

◎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》

ごみは分別して出しましょう
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大原富枝の父・亀次郎が寺家尋常小学校校長と
して赴任してきたのは明治 年︑新設された吉野
第一尋常高等小学校の初代校長となったのは大正
２年のことだった︒
*********************************************************
学齢児童は百人くらいはいるだろうが︑親が子
守りに使うので学校に出すのは半分くらい︒それ
にしてもこの４学年の ︑ 人を︑一人で受持つ
のだと知って父は驚いた︒そんなことは不可能
だった︒その不可能を可能にしなければならない
のだ︒前任校では十数名の部下がいて︑校長の父
は全学年の修身授業だけを受持っていればよかっ
た︒週に８時間であった︒
父は複々々式授業という離れ業をやらなければ
ならなかった︒

新 資 料 紹 介

年に東邦出版社より

たち﹄に収録されました︒

﹃歴史を彩る女たち﹄は︑大原

富枝文学館サロンにて単行本を読

むことができます︒ぜひご利用く

ださい︒

日
※野富子とは
室町幕府８代将軍・足利義政の正室

23枚

400字詰原稿用紙

「日野富子」草稿

37

50

︵大原富枝﹃吉野川﹄より抜粋︶

月号の

年に︑雑誌﹃ミセス﹄

﹁日野富子﹂

昭和

︵文化出版局︶１月号〜

され︑昭和

特集﹁歴史にみる女性像﹂で掲載

12

40

*********************************************************
企画展では︑母校第一尋常高等小学校︵現吉野
小学校︶時代の大原富枝や︑初代校長の父亀次郎
について紹介します︒小学校時代の通知表や表彰
状︑教科書とともに︑当時の様子が描かれた作品
を展示しています︒

44

刊行された随想集﹃歴史を彩る女

49

買い物は地元商店で！
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【企画展情報】
佐川町立青山文庫
『佐川の学校』
6/11〜9/5
宿毛市立宿毛歴史館
『宿毛近現代教育史』
7/1〜9/26
う た
安田まちなみ交流館・和 『和歌結ばれた順蔵と龍馬』 7/2〜10/30
高知県立公文書館
『学校資料から見る世界』
7/15〜9/26
大方あかつき館
『母たちの青春時代』
7/22〜9/28
【巡回講座】
本山講座
8月28日（日） 本山町プラチナセンターふれあいホール
「学校に残る公文書と公文書館の役割」 高知県立公文書館 主幹 宮本純
「牧野富太郎博士の横顔」 高知県立牧野植物園 文庫班長 村上有美

（※上記企画展の詳細は各館ホームページでご確認ください）

前期イベント期間中、宿毛市
立宿毛歴史館、安田まちなみ
交流館・和、佐川町立青山文
庫、大原富枝文学館で龍馬パ
スポートにレアスタンプを押
してもらえます！

7/3
（日）
〜8/28
（日）
〜大原富枝と吉野第一尋常高等小学校〜

大原富枝文学館

76−2 8 3 7
問い合わせ先

大原富枝文学館だより

学制150年企画展
「ふるさとの丘と川Ⅱ」

リョーマの休日『学制発布１５０年』前期イベント
2022年７月１日（金）〜８月31日（水）

﹁よもぎつみ﹂は
春の香り

新茶の季節です！
㽈﹁お茶摘みしました﹂㽈
今年もシェアオフィスもとやまに隣
接するお茶畑で年長・年中の子どもた
ちがお茶摘みをしました︒お茶の木が
良く育っていて︑今年はたくさんの茶
葉を摘むことができました︒子どもた
ちだけでは全部摘みきれず︑連休に職
員数人で残りを摘んだことでした︒

収穫した茶葉は︑汗見川の山下文一
さんに焙煎してもらいました︒さっそ
く︑給食やおやつの際に子どもも職員
も飲んでいます︒とってもおいしい
です︒
このお茶は︑７月頃までいただけそ
うです︒子どもたちにこの﹁お茶﹂の
味を聞いてみると︑﹁おいしい！﹂と
のことでした︒自分たちで摘んだ﹁お
茶﹂は特別な味がするようですね︒

編集：広報編集委員会

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 https://www.town.motoyama.kochi.jp

7/ 1
（金）避難訓練
練

この茶葉を少しだけ子どもたちの前
で炒ってみました︒あたりに新茶のい
い香りがたちこめて︑身体の中から元
気になった気分です︒近頃では日本茶
を飲む習慣がない家庭もあるようで︑
保育所ではおいしいお茶を飲んでほし
いものです︒

発行：本山町

★本 山 小 ★

学校・保育

168
Vol,

今年も年長・年中
の子どもたちが︑春の
香りを身体に感じなが
ら﹁よもぎつみ﹂をしまし
た︒毎年散歩がてら︑田んぼのあぜ道
や４区の水路沿いに伸びているよもぎ
を摘みます︒摘むと独特の香りがぷー
んと漂ってきます︒﹁よもぎのにおい
する！﹂と言う子もいれば︑﹁くさー
い﹂と言う子も︒この草が﹁よもぎ﹂
であることを覚えた子どもたちは︑散
歩のたびに﹁よもぎあったでー﹂と教
えてくれます︒今年もこのよもぎをゆ
でてできた︑きれいな緑色のゆで汁で︑
色水あそびや染め紙を楽しみました︒
季節を感じるあそびを大切にしたい
と考えている保育所での一コマです︒

2022年 7月号

7/ 5
（火）
・6
（水）合宿
（5年）
7/ 8
（金）保小連携
（1年水遊び）
7/12
（火）水泳参観日
7/14
（木）防犯教室
7/15
（金）
・19
（火
火）期末懇談
7/20
（水）終業
業式

7/ 3
（日）英語検定二次試験
7/
5
（火）
薬物乱用防止教室
★吉 野 小 ★
7/ 9
（土）
・10
（日）
7/ 5
（火）
・7/6
（水）
県体バドミントン
（春野総合体育館）
合宿
（本山小と合同）
7/13
（水）非行防止教室
7/15
（金）
・7/19
（火）教育相談
7/15
（金）校内水泳大会
★子育て支援センター★
7/20
（水）１学期終業式
7/19
（火）期末懇談
7/21
（木）
・22
（金）
7/20
（水）終業式
7/ 6
（水）子育て講座
県体ソフトボール
（春野運動公園）
園）
7/30
（土）汗見川の集い
（講師：あきやまひろみさん）
県体バレーボール
（春野総合体
体育館）
夕涼み会
7/ 7
（木）絵本に親しもう
7/30
（土)･31
（日）四国総体
7/15
（金）お誕生会
（６・７月
月）
（ソ
ソフトボー
ボール）
7/20
（水）身体測定・育児相談
7/30
（土）
･31
（日）
･8/1
（月
（月）
7/27
（水）つくって
てあそぼ
ぼう
高知県吹奏楽コン
ンクール
ル

7/ 4
（月）プールびらき
7/ 8
（金）水泳交流
（本小1年生
生）
7/21
（木）避難訓練

★嶺 北 中 ★

★ 本山保育所 ★

★

7 月の学校・保育行事日程

★

ねえ先生、この葉っぱを
摘むんでしょう？
お茶っていい匂い
がするね！

り
だよ
ゆでたら
「よもぎ」のにおい
がしてきたね！
どんな色かなあ？

広報もとやま 第230号

これが「おちゃ」の葉っぱ
かあ！いっぱいやね。

A
AM
TOY
MO

