礼申し上げます︒

ではないか︒不自由でも有難い

世界が全く違ったものになるの

に置き換えることで見えてくる

解釈する︑すなわちプラス思考

ない

︵＋︶と︑物事を良い方に

ているものを発見するかも知れ

本年﹁亥﹂年は天気も穏やか

することとなるでしょう︒

備と相倹って活憧化活動に貢献

これから先︑学校跡地の施設設

したが︑八幡神社の新拝殿は︑

皆様にお越し頂くようになりま

は広く県内に知れ渡り︑沢山の

鷹巣活性化委員会の取り組み

ンプ揚﹄の新設を行いました︒

場の空き地を利用しての﹃キャ

チャースクール﹄の開講や運動

まってもらおうと︑﹃農業カル

地を復活させ都会の希望者に集

また︑新たな事業として︑遊休

力な態勢が出来上がりました︒

と合わせて二名になり︑更に強

川田壱平君が着任し︑岩本隊員

さて︑昨年︑協力隊貝として

という感謝の気持ち︑不便でも

にスタートしました︒この一年

ソフト面では︑前年度より懸

より完成しましたことは大変喜

苦しいこと︑しんどいことに︑

楽しめるという喜び︑その積み

案事項として︑経営計画作成に

ばしいことでございます︒

なるべく出会わないで済むよう

重ねが人生の幅を広げ︑喜びの

が穏やかな年でありますように

時間はかかるけれど身体には良

な社会︒便利な機械・道具や娯

多い毎日を過ごす結果になると

いかもしれないし︑普段見逃し

楽設備の整った社会︒これを無

を味わうことで︑便利で快適な

じめ︑自治会役員様にも大変お

ました︒また各種団体長様をは

協力を賜り︑誠に有難うござい

の紹介で︑大阪から経営アドバ

を掲げておりましたが︑今般県

して︑経営の在り方を学ぶこと

いったん︑便利さや快楽・快

痛文明の社会という﹄です︒
適さの虜︵とりこ︶

現在の生活の有難さをより深く

になってし

まうと︑人はその有難さを忘れ
生きているという実感さえもが

感じとることができるように思

﹃不便益﹄1−聞き慣れない

研修を受けているところでござ

われます︒

今年は平成の時代が終り︑新

しい時代が始まる歴史的な年で

例えば︑自転車で買い物に出

台風の続く大変な年でありまし

さて︑昨年は︑七月より大雨︑

申し上げます︒

い初春をお迎えのこととお慶び

皆様におかれましては輝かし

の大とんどの日

き ︑ 有 難 う ご ざ いました︒

餅つき・とんど準備にご協力頂

十三日︵日︶

よう︑心からお祈り申し上げま

とって素晴らしい年になります

援を賜りますとともに︑皆様に

す︒どうか本年も変わらぬご支

げる年にしたいと願っておりま

あります︒鷹巣活性化委員会も

秀

寒さは益々厳しくなりますが︑

本

お元気でお過ごしくださいます

金

この年を節目に更なる発展を遂

活性化委員長

よう願っております︒

協力をお願い申し上げます︒

います︒

イザーに来て頂き︑委員全員で

次第に薄まり︑﹁深い喜び﹂を

武

りましたが︑変わらぬご支援ご

世話になり︑重ねて御礼申し上

この言葉︑あなたはご存知でし
うのです︒

感じる力を奪われてしまうとい

佐古井

新年あけましておめでとうご

鷹巣自治会長

鷹巣は︑いま？

﹃広報し

実は天理教の

不便な環境﹂に置かれるほうが︑

も︑むしろ﹁不便な道具を使い

だから︑﹁便利な道具﹂より

たか？

された記事の見出しの言葉なの
で
す
︒

真の喜びを感じることができる

その内容は︑﹃余りにも便利
になり過ぎた現代社会において︑

皆様にはご家族お揃いで穏や

ざいます︒
めには︑ものごとをマイナスで

かな新春をお迎えのこととお慶

のではないでしょうか︒そのた

はなく︑プラスにとらえること

不便を感じるところにかえって
﹃有益﹂なことが生じている﹄

と言うものです︒

のは︑﹃無痛文明の時代﹄とい

かけようとしたところ︑パンク

た︒しかし一方では︑自治会数

旧年中は活性化委員会の活動

新年おめでとうごきざいます︒

うタイトルで︑平成二六年三月

となり︑﹁かなわんなぁ﹂ ︵一︶

していて︑歩いて出かけること

に格別のご支援を賜り︑厚く御

び申し上げます︒

発行の ﹃たかす第一五三号﹄ に

年来の懸案草項である八幡神社

が大切になります︒

紹介した記事です︒その内容は︑

拝殿が皆様のご協力とご尽力に

﹃現在の社会は︑つらいこと︑

と悪い方に解釈するのではなく︑

この一文を読んで思い出した

男

げます︒余すところ数か月とな

少しばかり不便を感じる生酒

あたり︑外部から有識者を招増

千極町鷹巣自治会

は自治会活動に格別のご理解ご

二二二∋章一ミ一

心から願うばかりです︒旧年中

第181号

教えているのです︒

平成31年1月20日

あわせだより的227﹄に掲載

ど︑宜しくお願い申し上げます︒

ます︒今年もどうぞご厚誼のほ

牽あけましておめでとうござい

とは？

不便益︵ふべ重き︶
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活性化委事務局長

藤

原

誠

学校跡地を自分たちも使いた

いとの意見が多く︑住民全員ア
ンケートの結果︑﹁地元も使い
ながら︑希望される方にも貸し

出す︒地元で運営する︒﹂と自

治会総会で決定されてか・ケ早く
も七年︒市長と自治会長とで

﹃十年間の無償貸与﹄の契約が

交わされてから三年︒自治会長

から活性化委員長へ︑旅館業許
可に必要な ﹃運営委託﹄がなさ
れてから二年が過ぎようとして

おります︒その間に部屋や浴室
可もとれて︑沢山の方に楽しく

が整い︑食堂や旅館業の営業許
利用していただいていることは︑

他に自慢できる素晴らしい成果
だと皆様とともに喜び合いたい
ものです︒

これぞ自治会・活性化蚕を中
心に︑住民各位の協力のもと︑
鷹巣の持てる力と郷土愛を一つ

に︑取り組んできた成果だとい
えましょう︒

全国には二十か所ほどあるよ
うですすが︑兵底県ではただ一
つだけの ﹃廃校の宿たかのす東
小学校﹄︒皆さんの支えを頂き︑
これからもよろしくお願いいた

します︒

辰

恭
岩

本

光

晃

協力隊員

上

新年明けましておめでとうご

村

氏子総代

ざいます︒

皆様お揃いで︑お健やかに新
年をお迎えのこととお慶び申し

六日

炭焼き火入れ

遠山に紅葉かさなる

金

柵暮らし

飾りづくり

小中生・老ク交流しめ

大阪大講座合宿

等 二 本

燦々と小春を集む

金

神戸炭焼きグループ見

十二月

七日

八日

忘年会

百の顔見せて弾ける

チャンチャコ保存会

学・宿泊

思ったよりも少なくてポッとし

活性化委定例会

多少の積雪はありましたが︑

平成最後の氏子総代を勤めさ

十二日

神戸動植物環境専門学

上げます︒

ております︒しかし︑引き続き

二〇日

二〇一九年に入り︑僕の任期

十二日

七日

一日

元旦

月

日 記 閉 づ

初笑ひ

井

本

井

百々子

久

勉

三千代

本

三千代

金

森

家中に呵々と醤きて

森

金

江

森

井

久

雲の生る楽しさもあり

暖冬に畑の作物

冬の空

ふれあい喫茶

市民局等へ新年挨拶

金

井

官々子

一村を色で束ねる

冬の虹

自陣千

新たかお気持ち誘ふ

燦々

誘︵いざな︶ ふ

︵さんさん︶

弾︵ほじ︶ ける 呵々 ︵かか︶

ま︶暮し

漆紅葉︵うるしもみじ︶柵︵そ

江

本

新玉の年を迎ふ夜

月

育ちすぎ

勉

一

県野宿協雪国体験初日

間二日目餅つき・とん

ど・家庭訪問

本

森

せて頂き︑色々と複雑な思いが

寒さは厳しくなりそうなので︑

が残り少なくなりました︒宍粟

校生宿泊︵十二名︶

巡って参ります︒
さ
い
︒

皆さんも注意してお過ごしくだ

とでしょうか︒建築委員会の皆

市に住みたい希望を持っている

特に今年度

は︑長年の課題であった拝殿の

一

新築という大事業が完了したこ

とより︑村外へ出ておられる皆

ので︑市の担当者と色々相談し

様を先頭に︑在住の氏子様はも
さん他︑多くの方々のご理解と

十三日

た思いが実現可能かどうかを様

ている最中です︒この後︑協力

々な人に出会い︑交流して勉強

隊任期中に︑自身の中で生まれ

素晴らしい拝殿が完成しました︒

し確かめて行こうと考えており

どちらかと言えば︑しのぎ良

さんの知恵と技術の結晶により

その上︑神社周りの整備も予

い年明けにホッとされた方も多

ご協力︑更には棟梁や大工職人

算の許す限り進めて頂き︑清々

ます︒差し当たって﹃一昔前の

かったかと思います︒今回は自

活性化委定例会

しい環境の中で新年を迎えるこ

と考えておりますので︑ご協力

豊山暮らし﹄を聞き経験したい

へ 金

江

三千代

井

久

井

刈田みなキャタピラ深く
跡 残 し

われ先に漆紅葉の

誠

自己主張

森

よそはひを申し合はせる

森

ふれあい喫茶

第三回経営研修会

炭焼き準備

リサイクル活動

老人クラブ花薗植え

藤原

十一月

萩句会三月分を掲載いたします︒

五日

二日

一日

十−−月

事務局

よろしくお願い申し上げます︒

頂ければ有難いです︒

とができました︒

役員一同︑大晦日の夜の宮緩
りを勤めた上︑新年の ﹃太祝詞﹄

を初詣での皆様と共に奏上させ
て頂きました︒

ところで︑本年度も行事とし

最後に︑自治会の

ては ﹃節分祭﹄を残すのみとな

りました︒

皆様︑建築委員の皆様︑字下役
員様には大変お世話になり︑有
難うございました︒深く感謝し

心から御礼申し上げます︒

