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〈谷山校区青少年健全育成大会〉 【主管:青少年健全育成部会】

６月30日（日）、会場の谷山市民会館には、校区内外から２５０

名近くの方々にご来場いただきました。まず、鹿児島ユナイテッ

ドＦＣの徳重剛代表から『Ｊ２元年 鹿児島ユナイテッドＦＣの

挑戦』と題してご講演いただきました。「Ｊ１昇格という目標達成

はもちろん重要だが、それが全てではない。

スポーツを通じて地域・鹿児島を盛り上げることが最大の目標！」

などの熱い言葉に、これまでサッカーには全然興味がなかったけど、

これを機会に試合会場に足を運んでみようかなと思われた方も多か

ったのでは。また、小中高校生による「わ

たしはこう思う、青少年からのメッセージ」

は、聴いている方々を惹きつける内容・態

度・声に、みんな口々に「素晴らしい発

表だった」と感嘆の声をあげていました。

講師の徳重様、意見発表者はもとより、

会の運営、駐車場整理等にご協力いただ

いた関係各位のおかげで素晴らしい会になりましたこと、この場

をお借りして深く感謝申し上げます。

※ 情報高校生の意見発表の中で紹介された「ヘルプマーク」とは？

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外
見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要とし
ていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。
ヘルプマークを身につけた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困ってい
るようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

〈校区バレーボール大会〉【主管:社会体育部会】

５月２６日(日)、「谷山校区バレーボール

大会」を開催しました。各町内会チーム

のほか、谷山小教員チームにも参加いた

だき、和気あいあいとした楽しい雰囲気

の中にも白熱した試合が繰り広げられ、

会場の谷山小体育館

は大いに盛り上がり

ました。なお、男女

とも「南麓町内会」

が優勝しました。

〈谷山ふるさと歩こう会〉【主管:社会体育部会】

日曜日の早朝、谷山をみん

なで歩く「谷山ふるさと歩

こう会」を今年も開催して

います。５月19日(日)に

予定していた第１回はあい

にくの雨でしたが谷山小体育館においてラジ

オ体操・レクリエーションを行いました。

今年度は残り３回。まだ参加したことのない

方、次回、9月15日(目的地：にわ都市公園)

は一緒に歩きませんか？

～ 心豊かに暮らせるまち 魅力あふれるまち 谷山 ～
E-mail tani-furu.c.c@cvn.bbiq.jp HP http://www.tani-furu.com/



〈ふれあいラジオ体操〉【主管:青少年健全育成部会】

7月20日(土)「谷山校区
ふれあいラジオ体操」を
谷山小体育館で開催しま
した。子どもたちをはじ
め、保護者や地域の方々
などおよそ200人の参
加がありにぎやかなラ
ジオ体操となりました。
終了後は、子どもたち
お目当ての「ちょこっ
と抽選会」もあり、「小
さなお土産(ステキな景

品)｣をもらい笑顔になっ
た子どもたちは、「ちょ
こっとボランティア(ゴ
ミ拾い)」をしながら元
気に帰っていきました。

〈校区グラウンドゴルフ大会〉
【主管:社会体育部会】

９月１日(日)谷山
小校庭において、
「第５２回谷山校
区グラウンドゴル
フ大会」を開催し
ました。

皆さん普段から練
習を積んでいるせ
いか随所に好プレ
ーを連発。じーじ
と孫（小学生）の
「アベックホールインワン達成」の快

挙も。団体の部優
勝は「木屋宇都
Ｄ」、準優勝「木
屋宇都Ａ」、第３
位「田辺チェスト
会Ｂ」でした。

＜夏休み特別企画＞ 谷山ふるコミと谷山校区成人学級との共催イベント
貸切バスで行く『そばうち体験！』 【主管:総務企画部会】

８月24日(土)開聞岳の麓「そばの館 皆楽
来（みらくる）」において、夏休み特別企
画「貸切バスで行く そばうち体験！」を
開催。老若男女３９名が参加しました。

貸切バスで現地に着いた参加者は、早速、
三角巾とエプロンを付けて、いざ体験開始。

木製のボウルの中にそば粉と少量の水、つなぎの山芋を入れたらよくかき混ぜる。だんだ
んと粉が固まって生地が粘土のようになると、こしを付けるためよくこねる。広げる前に
メロンパンのように丸め、打ち粉の上で丸めた生地を引き延ばしていく。延ばした
生地は四角にして折りたたみ、等間隔に切っていく。まさにそばうち。

そば粉をつなぎの山芋と混ぜ合わせるところからの作業で、そ
ばが麺の形にできあがったときは、みんな「やったー！」と感
激した様子でした。自分たちでうった
そばは、その分、味も格別に美味しく
感じられ、みんな「美味しいね、美味
しいね～！上手にできたよね～！」と
食卓の会話も弾みました。

参加者のほとんどはそばうち初体験で、
最初は、大丈夫かな？子どもにもでき
るかな？と不安げな様子でしたが、い
ざはじまると、子どもも大人もみんな
「楽しめる！美味しい！おそばバンザ
イ！！」。そばを食べた後は、枚聞神社
など「いぶすき」をちょこっとバス巡
り。充実したバスの旅となりました。



★５つの新プロジェクト進捗状況 ① ★５つの新プロジェクト進捗状況 ②
〈谷山ふるさと自然文化体験塾〉 〈谷山ふるさと寺子屋プロジェクト〉

★５つの新プロジェクト進捗状況 ③
〈谷山コミ・レク〉

★５つの新プロジェクト進捗状況 ④

〈３種のさつまいもとスイカの苗を植えよう〉

６月16日(日 )谷山ふ
るコミ「こやんと農
園」において、スタ
ッフを含め総勢８０
名（２０家族）が参
加して、今年度第１
弾「３種のさつまい

もとスイカの苗を植えよう！」を開催しま
した。参加者のほとんどが農業初心者。大
人も子どもも一緒に協力し合って、畝（う
ね）立てや施肥、表が白、裏が黒のマルチ
張りを行い、「３種の
さつまいも300本（紅
はるか・シルクスイー
ト・安納３号を各100
本）」と「スイカの苗
10本」を植え付けま
した。

〈自然文化体験塾 in 三宅美術館〉

７月21日(日)に開催し
た谷山ふるさと自然文
化体験塾は、長太郎焼
開窯120周年を記念し
て三宅美術館で開催さ
れている「開窯120周
年長太郎焼展」とのコ

ラボ企画。コースター作りやロクロ体験、
作品（茶碗）製作（指導：カモイケ工房
有山清麿さん）を行ったあとは、三宅美術
館学芸員の三宅たまきさんから、長太郎焼

の歴史などについて説
明をいただきながら、
歴代長太郎の作品を見
学するなど盛りだくさ
んの内容で、みんな大
満足の夏休みの一日に
なりました。

〈みんなで力合わせて『地引網』〉

５月26日(日)日置
市江口浜において
開催した「第11回」
は「海の魚を触っ
て調べよう！みん
なで力合わせて『地
引網』」。
潮が満ちる時間に合わせて船を海岸か
ら下ろして網を張り、左右両側からロ
ープを手繰り上げながら網を引く。網
の中の魚たちに気づかれないように、
体重をかけるようにロープを引くのが
コツ。「どんな魚がかかっているか」
とわくわくしながら網を引くと、波打

ち際にダツ、コ
ノシロ、キス、
ボラなど多くの
魚が打ち上げら
れ、浜は歓声に
包まれました。

〈ひとりで『浴衣』を着てみよう！〉

７月20日(土)谷山
福祉館において、
「第12回谷山ふる
さと寺子屋」を開
催しました。
題して、「夏だ！
花火だ！お祭りだ！ひとりで『浴衣』
を着てみよう！」。親子で協力し合い
ながら浴衣の着付けを練習しました。

和気あいあいとし
た雰囲気の中、全
員、帯結びまでば
っちり完了！
今年は浴衣を着て
どこに行った？

６月９日(日)谷山小体育館において、「第４回フロアカーリング大会」を

２０チームが参加して開催しました。フロアカーリングは、氷の上で行う

カーリングとよく似ており、フロッカーと呼ぶ木製

のローラー付きストーンを、緑色のターゲット（目

標物）にいかに近づけられかを競うスポーツ。

ストーンの行く先を見守りながら、大人も子どもも真剣勝負！熱い歓声

が館内に響き渡り、明るい笑顔あふれる時間になりました。



★５つの新プロジェクト進捗状況 ④
〈谷山ゆるキャラプロジェクト〉

「谷山ふるさとコミュニティ協議会」のシンボルマーク

谷山の頭文字「Ｔ」と「若い芽」、「道」をモチーフに、未来へ続く道を突き進む若い芽と、その

若い芽をより良い道（未来）へと導く「谷山」の姿を表現しています。

＜今後6か月の主な行事予定＞ ※コミュニティプラン「５つの新たなプロジェクト」を除く

９月15日 (日)第３回谷山ふるさと歩こう会 考 1月12日 (日)第４回谷山ふるさと歩こう会

10月20日 (日)第４５回校区体育祭 [参考 2月 2日 (日)校区立志の集い

11月10日 (日)校区ソフトボール大会 16日 (日)第５回谷山ふるさと歩こう会

16日 (土)ふれ愛フェスタ2019 [ 23日 (日)校区グラウンドゴルフ大会

『 第 ４ ０ 回 谷 山 ふ る さ と 祭 』

＜谷山ふるさとコミュニティ協議会踊り連 参加者大募集！＞

谷山ふるさとコミュニティ協議会では、10月27日(日)

に開催される「第４０回谷山ふるさと祭」の総踊りに参

加して、私たちの地元の祭りを子どもから大人まで全て

の世代で盛り上げていきたいと思います。

これまで踊ってみたいと思っていたけど、町内会や職場

に踊り連が無くて参加できなかった皆さ～ん、今年の秋

は「谷じぃ」と一緒に楽しく踊りましょう。

今回は、谷山ふるコミ踊り連参加者にもれなくオリジナ

ルスポーツタオルをプレゼント！

お友達同士やご家族での参加も大歓迎！

パソコン・スマートフォンから『谷山ふる

コミ公式サイト』もしくは右のＱＲコード

にアクセスの上、ふるってお申し込みください。

＜第４０回谷山ふるさと祭 総踊り＞

日 時：１０月２７日（日）１3：0０～１5：0０

《 県内各地から個性的なゆるキャラが大集合！》

７月25日(木)に行われた「第４７回ＭＢＣ夏まつりゆるキャラショー」

に谷じぃが参加しました。ステージでは「ＹＯＫＡＤＯかごんま」のダン

ス＆キャラクターの紹介、ブース付近では写真撮

影や握手会が行われ、来場者からは「谷じぃだ

ー！」「可愛いー、谷じぃだってー！」の声が。

薩摩剣士隼人に登場するキャラクターも、ご当地

キャラクターも来場者も、みんな大いに盛り上が

って、笑顔いっぱいの熱い夏まつりになりました。


