第 286 号
平成27年12月1日発行

▶馬路小学校5・6年生

馬路地区PTA
『馬路式』お弁当の日！
小学校「５つのルールを取り入れたお弁当を作ろう！」
中学校「極めよう！！卵料理 ～卵料理を一品必ず入れ、バランスの良いお弁当に～」
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▲3月15日の食事内容

▲3月21日の食事内容

○震災から学んだこと

▼3月12日の食事内容

〜東日本大震災から学ぶ
馬路村の防災〜

▲震災時の山元町立中浜小学校
（津波により車や家が流された）

︵左の写真︶
炊き出しメニューを食
器以外再現したもの
・温かいこととお腹を満
たすことを第一に考え︑
雑炊が多かった︒
・お箸も不足していたた
め︑一本の割り箸を２つ
に折り使用していた︒
・日がたつにつれて︑支
援物資が届き自衛隊が炊
き出しを開始したことで︑
栄養面も考えることがで
き食事内容の改善が図ら
れた︒

▼3月11日の食事内容

月9日に︑﹁東日本大
震災から学ぶ馬路村の防
災﹂と題して︑講演会を就
業改善センターにて開催し
ました︒
さらに食事内容について
も︑高齢者や乳幼児への配
慮をしたメニューでなかっ
たことを惜しみつつ︑事前
に炊き出しの食事を食べら
れない人がどのくらいいる
のか把握できるよう工夫が
必要であったことも課題と
して挙げられていました︒
現在︑震災の経験から得た
ことについて山元町役場で
も備えをされているそうで
すが︑自分自身の健康を守
るためにも︑栄養補助食等
やディスポ食器を活用して
食事ができるよう︑防災グ
ッズの中に準備をしておき
ましょう︒

︵左のレシピについて︶
炊き出しにおいて︑一
番活用できたのがジャガ
イモとタマネギだったそ
うです︒
他の食材は消費期限が
短いので管理をするのも
難しく︑食材も豊富でな
かったため調理ができな
かったとのことでした︒
各家庭で常備野菜とし
て置いておけば︑震災が
起きた際にも食材を上手
に活用できるので︑各家
庭で日頃から常備してお
きましょう︒
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講師には︑宮城県亘理郡山
元町役場職員で管理栄養士
の佐藤睦美氏を招き︑平成
年におきた東日本大震災
での経験を当時の写真を交
えながら話をしていただき
ました︒

震災発生当時ライフライン
が止まったことで炊き出し
が必要となったことから︑
管理栄養士である自身の活
動に触れ︑食材や普段当た
り前にある調理器具の確保
の難しさや水の重要性につ
いて話されました︒
特に︑断水で水が貴重と
なり︑炊き出しに使用した
食器や器具を簡単に洗うこ
とができなかったこと︒ま
た︑炊き出しの２時間前か
ら行列ができるほど人が多
かったため︑配膳する食器
の数が足りず︑使い終わっ
た食器等を水でさっとゆす
ぐだけの日が何日か続いた
話の際には︑講演会を聞き
に来られていた方からも︑
驚きの表情が見られました︒
防災グッズは事前に準備
していても︑避難生活が長
期化したことにより炊き出
しや配膳用の食器などが不
足したため︑衛生面での改
善を図る意味でもディスポ
︵使い捨て︶食器の備蓄が
必要であったと悔やまれて
いました︒

▲支援が必要な方への食事内容について質問

防災
特集
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おらが村の学校便り 38

恒例行事になっています、馬路小・中学校と魚梁瀬小・中学校の「合同学習会」が、10月21日
に馬路小・中学校を会場にして行われました。両校は、社会見学や講演会などでいっしょに勉強
することもありますが、同じ教室で机を並べて勉強するのは、年に一度の合同学習会の時だけで
す。写真や児童･生徒の作文で、その時の様子をお伝えします。

…

２ 時 間 目 の１ ・２ 年 生 は
国語︒﹁うんちぶろ﹂とい
う児童詩を学んだ後︑お気
に入りの詩を紹介しました︒

ぼくのお気に入りの詩は…

小学校では
１ 時間目は︑全校でアイ
スブレイキング︒伝言ゲー
ムやジャンケン列車で仲良
くなりました︒

３ 時 間 目 の３ ・ ４ 年 生 は
体育︒気持ちの良い秋空の
下︑運動場を駆けずり回っ
たり︑体育館でゲームをし
たりと︑大人数で運動する
ことの楽しさを満喫しまし
た︒

「ジェンカ」のリズムに合わせて…

青空の下は気持ちいい…

﹁うんちぶろ﹂というこ
とばが出てきて︑はきそう
になりました︒けれども︑
にぎやかになってもり上が
りました︒

合同学習会

ジェスチャーで伝える伝言ゲーム
ジャンケンポン！

４時間目の５ ・６ 年生は
総合的な学習の時間︒﹃私
たちにできること﹄という
ことをテーマに勉強しまし
た︒

馬路と同じようにユズで
栄えようとする被災地のこ
とを初めて知りました︒
家に帰ってから考えてみ
ると︑気仙沼の人たちにと
って水産業ができなくなる
ということは︑私たちのユ
ズ畑が消えることと同じこ
とかなと思いました︒それ
ぐらい大打撃だったのに︑
ユズでもう一度復活しよう
と考えたのは︑すごく前向
きな人たちだなと思いまし
た︒

気仙沼の人たちに教えちゃろう…
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中学校では
…

１ 時間目は︑全校でアイ
スブレイキング︒人間知恵
の輪やジャンケン陣取りで
仲良くなりました︒

２・３時間目の２･３年生は
﹁いのちの学習﹂でした︒
講 師 は ︑Ｊ Ａ 高 知 病 院 の 上 田 助
産師︒妊娠のしくみや二次性徴な
ど︑思春期の体と心の変化だけで
なく︑避妊の大切さなど︑﹁性﹂
についても学びました︒
一番心に残っていることは︑妊
婦体験をしたことです︒おなかが
すごく重くて︑座るのもしゃがむ
のも大変でした︒お母さんはこん
な大変な思いをして自分を産んで
くれたんだと分かりました︒

午後は︑木管アンサンブ
ル﹁コスモス﹂の演奏会で
した︒
すばらしい音色の生演奏
を聴かせてもらうだけでな
く︑楽器の特徴を教えても
らったり︑いっしょに児
童・生徒が歌ったりと︑す
ごく楽しい時間を過ごしま
した︒

ファゴットの説明

村が発展するために、私たちにできることは…

馬路・魚梁瀬

４ 時間目は全校での社会科︒今の馬路村を維
持し︑より発展させるためには何が必要か⁝︒
馬路村の強みと弱みを考え︑そこから発展させ
るために必要なことや自分たちにできることを
考えました︒

ぼくはファゴットという
えんとつ型をしたのがおも
しろい形やなぁと思いまし
た︒ホルンは３ｍ か４ｍ ぐ
らい長さがあると聞いてび
っくりしました︒くちびる
を振動させられるのもすご
いと思いました︒

きれいな音色を聞けて良
かったです︒あまりにもき
れいな音色だったので︑ね
むたくなりました︒

となりのトトロの﹁さん
ぽ﹂や﹁花は咲く﹂をいっ
しょに歌いました︒みなさ
んとてもきれいな人だし︑
音楽もすてきだったので︑
聞き入ってしまいました︒
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２・３時間目の１年生は︑
書道でした︒

男子生徒も妊婦体験…母親への思いは？
実際に赤ちゃんを抱いて
みると︑見た目は小さいの
に案外重くて︑これが命の
重みなのかなと思いました︒

人形だけど、
ついほほ笑んでしまいました

人間知恵の輪…うまくほどけるかな？
うまく書けたかな？
！

小学５･６年生と中学生は
「花は咲く」
を合唱

平成２6 年 度村 の 決 算
平成26年度の決算の状況をお知らせします。馬路村一般会計の歳入決算額は、2,743,740千円で、前年度
2,328,926千円に比べ414,814千円(17.8％)の増となっています。歳出決算額は、2,399,344千円で、前年度
2,168,798千円と比較すると230,546千円(10.6％)の増になっています。
歳入歳出それぞれ増額となった主な理由は、小水力発電事業や診療所建築事業等の村単独大型事業への基金取り崩し
による繰入金の増及び、それによる普通建設事業費の増によるものです。

平成２6年度一般会計の歳入歳出決算額

歳入の状況
（2,744百万円）

その他

村税

村債

負担金・使用料など
33,316千円（1.2%）

村民税・固定資産税など
137,401千円（5.0%）

村が行う事業の
ために借りたお金
272,681千円（10.0%）

県支出金

繰入金

村が行う事業に対する
県からの負担金や補助金
120,768千円(4.4%）

基金の取り崩し
584,058千円（21.3%）

国庫支出金

自主財源

村が行う事業に対する
国からの負担金や補助金
378,126千円（13.8%）

諸収入

962,171千円

寄付金・繰越金など
207,396千円（7.5%）

（35.0%）

依存財源

1,781,569千円
（65.0%）

その他の交付金など
地方消費税交付金
地方譲与税など
30,066千円（1.1%）

地方交付税

所得税や酒税などの国税を基準に
配分される交付金
979,928千円（35.7%）

歳出の状況
（2,399百万円）

投資及び
出資金

繰出金
特別会計への繰出金
256,942千円（10.7%）

3,270千円（0.1%）

人件費
職員給与・手当など
307,262千円
（12.8%）

積立金

扶助費

116,440千円（4.9%）

福祉施設入所費など
22,507千円

補助費等
中芸広域連合負担金・
各種団体への補助など
258,440千円（10.8%）

義務的経費

その他の経費 556,305千円
982,237千円

(23.1%)

（41.0%）

維持補修費
36,490千円（1.5%）

（0.9%）

投資的経費

860,802千円

公債費
借金の返済金
226,536千円
（9.4%）

（35.9%）

物件費
消耗品・光熱水費・
通信運搬費など
310,655千円（13.0%）

災害復旧事業費
129,510千円（5.4%）

普通建設事業費
林道整備・村道整備など公共事業
731,292千円（30.5%）
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7
私たち、魚梁瀬ふるさと応援隊○
坂口

いづみ

来年も魚梁瀬ふるさと応援隊を
よろしくお願いいたします。

魚梁瀬地区村民大運動会

香川

知子

11月に魚梁瀬の各戸を訪問し、
12月上旬に地域活性化に関する
活動方針をまとめます。結果をお待
ちください。

PowerPointのすすめ

今年も残り少しとなりましたね。私は毎年この
時期になると見られるクリスマスのイルミネー
ションが好きで、それを見ているだけで幸せな気
持ちになります。
１０月２５日に魚梁瀬地区村民大運動会が開催
されました。私は今年全日本選抜チームの担当を
していましたので、役場・全日本選抜連合チーム
で参加しました。
今年の全日本選抜チームには高知大学えんむす
び隊の皆さんや電源開発の方などが参加してくれ
ました。大学からはたくさんの留学生も参加して
くれて運動会を盛り上げていただきました。同じ
競技に参加した後にハイタッチをしたりして、
「みんなで協力してやっているんだなぁ｣と強く
思い、なんだかとても温かい気持ちになりました。
このチームを担当して、留学生のほとんどの方
が日本語が分からなかったり、さまざまな年齢の
参加者に、どのようにしたら運動会を楽しんでも
らえるのかなど、いろいろと不安な面がありまし
たが、一緒に競技に参加する中で、交流すること
に言葉や年齢は関係ないと思えるようになりまし
た。この運動会で学んだことをこれからの活動に
少しでも生かしていきたいと思います。

パソコンソフトの資格のひとつにMOSがあり、
私は着任前にOﬃce2010でWord（スペシャリス
ト・エキスパート）、Excel（スペシャリスト・
エキスパート）、PowerPointおよびAccessの6つ
を取得し、MOS2010Masterに認定されていま
す。
プレゼンテーション用のソフトであるPower Pointは皆
さんにあまりなじみがないかもしれませんが、資
格試験では一番やさしいうえ、実はお役に立つソ
フトです。
文章より図、キーワードを強調する資料を作成
するのに向いているため、Wordと似たような機
能がありながら、Wordより簡単に図が挿入で
き、テキストボックスを自由に配置できます。私
は前職（SE）時から企画案やトラブル報告書、会
議資料、学会発表資料などで愛用しております。

▲役場・全日本選抜連合チームの応援合戦の様子

▲電子紙芝居イメージ図

連絡先

魚梁瀬地区でも、絵葉書（やなせパスポート）
や、安芸太郎次郎物語の電子紙芝居（筆画は除
く）、またそれらに関連するポスター、チラシは
すべてPowerPointで作成いたしました。
最近のパソコンはWordとExcelに加え、この
PowerPointがあらかじめ入っている場合がありま
す。もし、お持ちのパソコンに入っているようで
したら、ぜひ一度お試しください。

Tel: 0887-42-2001 Fax:0887-42-2007
Facebook: https://www.facebook.com/o.yanase
E-mail: o-yanase@mc.pikara.ne.jp
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No.142
月定例会

一般質問には︑
5氏が立ち︑次
のとおり質問を
行った︒

答 村長
防災対策について︑日浦
一谷地区でユズを栽培され
ている農家のかたがたには︑
昨年8月と今年7月の台風
により大規模な地滑りが発
生し二年にわたる災害で大
変申し訳なく思っている︒
県道が通行止めになった場
合の迂回路は︑日頃の調
査・点検・整備を徹底し︑
いざというとき対応できる
ようにしなければいけない︒
林道等では北川村︑安芸市︑
安芸森林管理署に対し重要
性を訴え整備の要望も行っ
ていく︒また︑安田町に対
しては村の状況を説明しな
がら協力を得ていきたい︒
年間契約をし村内業者に委
託管理をしてはという提案
もあったので検討していく︒
今回の防災訓練は︑各自
主防災組織ごとに内容を決
めて行った︒
村としては初動体制のマ
ニュアルの作成や自主防災
組織にケガの応急処置法習
得などが必要ではないかと

問 山中 隆 議員
防災対策︑農業施策につ
いて問う︒

︵質問趣旨︑
執行部答弁要旨︶

一般質問

平成27年9月定例議会は、9月15日から18日までの4日間の会期で開催された。
15日は行政報告等の諸般の報告に続いて馬路村選挙管理委員会委員及び補充員を
選挙し、教育委員会委員の選任に同意。財政健全化指標の報告1件と各議案の提案
説明が行われた。16日は議案精査のため休会。17日は一般質問を5氏が行った後、
議案等の審議、採決を行い、平成26年度各会計決算の認定や平成27年度各会計補
正予算など14議案を可決し、会期を1日繰り上げて閉会した。
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いう意見が出た︒今後︑こ
れらの課題や台風災害時の
反省を生かした訓練を行い
災害に強い村づくりに向け
職員一丸となって取り組ん
でいく︒
農業政策で重要な点は︑
後継者対策であると考える︒
平成 年度に実施したアン
ケートでは︑約半数が後継
者がなく耕作放棄地が増え
ているという結果であった︒
農業施策の課題については︑
農協︑県との協議だけでは
なく︑大学や企業との連携
のなかで総合的に取り組ん
でみたい︒
答 産業建設課長
瀬戸ヶ谷の状況は︑想定
した以上の土砂の滑り面が
判明し︑安芸土木事務所と
しては対策について計画の
見直しをかけており住民説
明会が遅れている︒国との
協議を進め対策が確定した
ら説明会を行いたいという
ことである︒
問 木下英年 議員
村出身学生に対しての就
職案内について問う︒
答 村長
馬路村出身の学生に対し
ての村内事業所への就職活
動の情報発信について︑村
内事業所の採用情報提供を
直接本人に行うことは︑個
人情報保護の観点から難し
いと考える︒例えば︑家族
にパンフレットなどで情報
を提供することや家族の方

25

が登録申請などを行い情報
を発信するということがで
きるのではないか︒また︑
産業振興座談会で提案をし
各団体の意見も聞きまとめ
ていく︒
引越補助金・留村奨励金
等の見直しについて︑馬路
村若者定住促進対策条例は
時限付きの条例で︑期限が
平成 年3月 日となって
いる︒馬路村総合戦略の一
つの施策として整備をしI
ターン︑Uターンへ直接つ
ながる施策を構築していき
たいと考え現在︑協議・検
討を行っており年度内に議
会に提案をしていく︒
31

問 枦山民夫 議員
透析患者の通院︑地域福
祉計画について問う︒
答 村長
透析患者の通院の環境は
当然命にかかわる問題であ
り︑主要県道である安田東
洋線が通行止めとなった折
には︑病院と連携し臨時の
福祉輸送便による通院支援
の対応を行っている︒
また︑孤立の恐れがある
場合︑県や医療機関と連携
を取りヘリコプターによる
搬送体制などの連絡調整も
行っている︒村では︑病院
側に何らかの助成を行うこ
とで送迎が可能とならない
か昨年度より打診を行って
おり引き続き検討︑協議し
ていく︒
地域福祉計画の状況につ

28

いて︑関係機関とは連携も
できており全体的には進ん
でいると考える︒しかし︑
総合的介護施設の建築の検
討については︑診療所から
デイサービスセンターまで
を総合的にとらえ︑福祉の
拠点としてショートステイ
機能などを設け︑より効果
的な医療と介護サービスの
提供に寄与できないかと検
討したが諸般の事情により
できなかった︒今後も重要
な課題として引き続き検討
していく︒
平成 年第1期として作
成した馬路村地域福祉計画
は︑5年ごとに見直すこと
になっているので状況に応
じ見直し修正を行い︑いつ
までも馬路村で生活ができ
る︑地域福祉が進んでいく
よう努める︒

問 岡田元生 議員
まち・ひと・しごと総合
戦略︑議会及び議会議員に
対する村長の考え方につい
て問う︒
答 村長
﹁まち・ひと・しごと総
合戦略﹂について︑先行型
事業の成果検証は事業終了
後第三者が行うが︑村とし
ても検証し成果が上がるよ
う指導を行っている︒戦略
策定を早く行った自治体に
は交付金が上乗せされる件
については︑事業の内容が
クリアできないため見送っ
た︒

24
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策定段階における議会の
関わり方について︑関係す
る資料を策定委員会に提出
する前に議会に示していく︒
また︑村づくり推進常任委
員会でご意見をいただけれ
ば策定委員会に提案もして
いきたい︒総合戦略策定の
目標は︑全て人口対策に直
結するため人口対策にむけ
た施策を取りまとめていく︒
村の現状を再度見つめなが
ら新しい産業なども含め策
定委員会で検討していただ
きたい︒また︑既存の産業
においても雇用の確保や雇
用を増やしていくためには︑
規模を大きくするか新規事
業に取り組むといったこと
が必要になってくる︒これ
を目標に策定委員会で議論
をしていただいている︒
議会議員は︑村民の代表
であり常に謙虚な気持ちで
対応をしている︒軽視して
いるとか挑戦的であると思
われないよう努めていきた
い︒
安保法案が全会一致で可
決されたのは馬路村だけで
あったことを報道機関に聞
かれ︑議員全員が無所属で
会派の議員がいないからそ
うなったのではないかと答
えた︒決して議会や議会議
員そして村民を軽視して発
言したわけではない︒
答 産業建設課長
プレミアム商品券は︑中
芸商工会に委託をしている︒
馬路村の商工業の活性化
持・確保にも努めている︒
答 健康福祉課長
免許証を返納された方が
公共交通を利用される場合︑
バス代の支援などを現在検
討しており交通弱者の外出
を支える仕組みについて研
究も行い高齢者が安心して
暮らせる地域づくりに努め
る︒

歳︶

歳︶

歳︶

住所 馬路
氏名 小松寛史︵ 歳︶
▼同補充員には︑久保可奈
氏︑山﨑出氏︑伊吹卓哉
氏︑甫木成子氏の4名が
選出された︒
なお︑選挙管理委員会委
員長には︑後日開催された
選挙管理委員会において清
岡孝子氏が就任︒
●教育委員会委員の任命に
ついて
▼山﨑絵美氏を適任者と認
め任命に同意した︒

住所 馬路
氏名 山﨑絵美︵ 歳︶
なお︑教育委員長には︑
後日開催された教育委員会
において岩城立郎氏が就任︒
●条例の制定
1件
●条例の一部改正 1件
●平成 年度馬路村の健全
化判断比率及び資金不足
比率の報告
▼財政状況を示す各指標は︑
基準値内で健全と報告︒
●平成 年度歳入歳出決算
の認定︵一般会計及び特
別会計5件︶
●平成 年度補正予算

日︶

︵一般会計及び特別会計5
件︶

第6回臨時会︵8月

次の議案が審議され︑全
てが可決された︒
●固定資産評価審査委員会
委員の選任について
▼山﨑惟男氏を適任者と認
め再任に同意した︒

住所 魚梁瀬
氏名 山﨑惟男︵ 歳︶
●平成 年度一般会計補正
予算︵第2号︶

第8回臨時会︵

月2日︶

住所 魚梁瀬
氏名 渡辺知恵︵ 歳︶
●専決処分の承認を求める
ことについて
2件

次の議案が審議され︑全
てが可決された︒
●教育委員会委員の任命に
ついて
▼渡辺知恵氏を適任者と認
め再任に同意した︒

11

27

議案と審議結果

馬路
乾 湧︵

馬路
清岡るみ︵

馬路
清岡孝子︵

9月定例会では︑次の議
案が審議され︑全てが可決
された︒
●馬路村選挙管理委員及び
補充員の選挙
▼選挙管理委員会委員とし
て次の4名が選出された︒

住所
氏名

住所
氏名

住所
氏名
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19

68

55

55

40

についても考えていかなけ
ればいけない︒買い物弱者
も含めた問題点が挙がれば
ということでアンケートを
実施したが︑その結果を返
すことができていないこと
は反省し︑地方創生の戦略
の中でもそういうことも検
討しながら示していきたい︒
問 皆津由理 議員
高齢者ドライバーに対す
る支援及び免許自主返納者
に向けた取組について問う︒
答 村長
馬路駐在所︑安芸警察署
と連携し︑講習会などを行
うことにより高齢者に向け
た対策支援を行い安全運転
に対する啓発を行う︒
さまざまな理由により免
許証を返納する状況が出て
くると思われるが︑本人だ
けではなく家族の生活環境
まで大きく影響をしてくる
ため︑返納後における支援
はこれからの大きな課題で
ある︒
支援対策は︑現在のとこ
ろ特別な制度はないが︑高
齢者や障害のため移動が困
難なかたがたには︑社会福
祉協議会に委託し診療所へ
の通院や村行事への参加な
ど送迎車の運行を行ってお
り︑日常の生活を支える重
要なサービスとして定着を
している︒
東部交通バスの更新にあ
たり︑一部を補助すること
も予定しておりバス便の維

26

26

27

63

56

68

ウマ

ジ
現在アメリカでは毎年１１月の第４木曜日

馬 路ョン

に感謝祭が行われています。この日は家族や
友達が食卓に集まり、キリスト教徒は食事の
前に神様へ感謝のお祈りをします。
感謝祭の伝統的な食事といえば、クルトン
やコーンブレッド（トウモロコシの粉を使っ
て焼いたパン）などを詰めたターキー（七面
鳥）の丸焼きとマッシュポテトで、これらに
クランベリーソースをつけて食べます。

皆さん、
こんにちは！
10月の中旬ごろから、馬路村の気温はかなり
下がり寒くなってきました！
11月になると、馬路村ではユズも熟してきれ
いな黄色に変わり村にとって大事なユズの収穫
時期となりました。その収穫されたユズで私の
大好物であるゆずぽん酢しょうゆとごっくん馬
路村ができているので、ユズの木を大事に育て
ている皆さんに感謝しています！
収穫といえば、アメリカ合衆国ではサンクス
ギビング（感謝祭）という収穫に関する祝日が
あります。感謝祭は昔からの伝統ですが、実は

皆さん︑良いクリスマスとお正月を

国際交流員：ジョン・ワード
（アメリカ合衆国・ノースカロライナ州出身）

初めての感謝祭はアメリカ独立宣言以前に行わ
れました。
起源説をまとめて言えば、1620年に英国から
現在のマサチューセッツ州のプリマス町に、宗
教的自由を求めて船で大西洋を渡って移住して
きたピルグリム（清教徒）たちが英国から持っ
てきた種子が土壌に合わず、飢饉による死者を

！！

また、サツマイモとマシュマロで作られた
キャセロール（耐熱容器に入れてオーブンで
焼いた家庭料理）などが挙げられます。
そしてデザートには、パンプキンパイやペ
カンパイなどが食べられることが多いです。
実は一般的なアメリカ人が３６５日の内で一
番多い量の食事をとっているのは感謝祭の日
です。
感謝祭のディナーは、日本のお正月のおせ
ち料理と似ています。
毎年作る料理は基本的には同じものです
が、家庭によって材料も作り方も少しずつ違
い、それぞれの家庭の味があります。
私の家はテキサス州出身の祖母が作ってい
たコーンブレッドを詰めたターキーとノース
カロライナ州出身の祖母が作っていたオイス
ター（牡蠣）を詰めたターキーのレシピを両
方使い、そのまま焼いて食べます。
今年は、テレビ電話で家族や親戚と一緒に
感謝祭の夕食を取りました。
みんなと話ができることはうれしかったで
すが、残念ながら、目の前にあるおいしそう
な料理を我慢しないといけませんでした。

出してしまいました。
そこで、アメリカ大陸の先住民であるインデ
ィアンがウナギの釣り方やトウモロコシの栽培
方法を教えたことにより危機を脱したので、そ
の感謝を表す目的で翌年にピルグリムたちはイ
せいさん

ンディアンを招待し、収穫を祝う正餐を開きま
した。
広報うまじ2 8 6 号 ̶̶̶̶（10
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成績は︑タイム 秒︑総合得点
点で 位という結果でした︒

高知県消防操法大会出場！
月 日︵日︶︑高知県消防学校
︵いの町︶におきまして︑﹁高知県
消防操法大会﹂が開催され︑中芸地
区の代表として魚梁瀬分団が﹁小型
ポンプの部﹂に出場しました︒
５ 月から練習を開始し︑消防署員
や団員のサポートのもと︑また︑土
日には中芸消防本部の訓練場に出向
き︑署員から指導を受け細部にわた
り操法技術を磨いてきました︒
その結果︑練習において基準タイ
ム︵ 秒︶をクリアできるようにな
り︑上位入賞が狙えるまでに成長し︑
大会に挑みました︒
当日は県内の地区予選を勝ち上が
ってきた チームで争われました︒

50.8

また︑これまで支えてくださった
団関係者︑家族や多くのかたがたの
協力を得て訓練を続けられたことは︑
今後の団活動においても大きな力と
なりました︒
ありがとうございました︒

一発勝負のプレッシャーからか練
習の成果は発揮できませんでしたが︑
この舞台に立ち大勢の観客の前で操
法を披露できたことは何にも代え難
い貴重な財産となりました︒

15

馬路村へ修学旅行

初日には︑上治村長の講義があり︑
馬路村の様子を学習しました︒
２ 日目の日中は天気にも恵まれ︑
間伐体験では木の倒れる音や迫力に
興奮し︑﹁すごい！﹂との声が聞か
れ︑間伐した杉の木でコースターを
製作するなど初めての﹁のこぎり﹂
体験に感動していました︒
また︑ユズ収穫体験ではユズのト
ゲに悪戦苦闘しながら収穫し︑みん
なで協力して搾汁機で搾り︑家庭へ
のお土産としました︒その他に︑釣
り体験等も行い︑生徒全員が楽しみ
ながら馬路村を堪能していました︒
夕 方 に な る と ︑ 生 徒２ 名 ず つ に 分
かれて︑村内のご家庭で夕食交流を
行い︑楽しいひとときを過ごした様
子でした︒
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18

54.8

枦山憲久
井上真共

２番員
補助員

▲選手団員
指揮者 内原章照
１番員 山﨑和幸
３番員 門田拓洋

▲間伐体験の様子
村民との交流により﹁馬路村﹂を
思い出し︑第二の故郷として︑将来
訪ねてくれることを期待しています︒
修学旅行生の受け入れにご協力い
ただいた皆さまに感謝申し上げます︒

▲的を目がけて放水する魚梁瀬分団

10

45

〜湘南学園高等学校〜
月 日︑神奈川県の湘南学園高
等 学 校 の 生徒 名 が ︑ 修 学 旅 行 で 来
村しました︒
最近の修学旅行は︑農林水産業等
の体験や地域の方との交流︑民泊
︵一般家庭での生活体験︶をコース
に取り入れている学校が多くなって
きています︒
今回の修学旅行では︑馬路村で間
伐やユズ収穫・曲げわっぱ・ゆず化
粧品・森林鉄道乗車などの体験と夕
食交流︑四万十市ではカヌー体験や
民泊を実施しました︒
26

▶ユズ搾り体験の様子

10

Dr.中川の
木の香る診察室から
風が肌寒い季節となってきました。空気も乾燥して風邪をひきやす
くなりますので、皆さん暖かい服装をしてしっかり予防していきまし
ょう！
今回は、毎年流行して時には命を落とす危険性のある、インフルエ
ンザについて話したいと思います。

インフルエンザウイルスがのどや気管支、肺
で感染・増殖することによって発症する病気で
す。普通の風邪よりも急激に発症し、症状が重
いのが特徴で、１〜５日の潜伏期間の後、３８
℃以上の高熱や筋肉痛などの「全身症状」が現
れます。健康な人であれば、その症状が３〜７
日間続いた後、治癒に向かいます。
しかしインフルエンザウイルスにより気管支
炎や肺炎を併発しやすく、脳炎や心不全になる
場合もあります。

〇どうやって感染するか？

季節性のインフルエンザは、例年１１〜１２
月ごろに流行が始まり、１〜３月にピークを迎
えます。
主に感染した人のくしゃみや咳などで出た唾
液や鼻水が小さな水滴となって飛び散ったもの
を吸い込むことで感染（飛沫感染）しますが、
そのしぶきが手について目や口から感染（接触
感染）する場合もあります。感染したウイルス
は、のどや気管支、肺で急激に増殖していきま
す。感染２日後にはウイルスの増殖はピークに
達し、その後減少します。他人へうつす可能性
があるのは、発症の前日から症状の軽快後およ
そ２日後までといわれています。よって、症状
が軽快してから２日（幼児は３日）ほどたつま
では通勤や通学は控えましょう。

〇インフルエンザにかかったら？

ウイルスの増殖のスピードが速く、症状が急
速に進行するため具合が悪くなったら早めに受
診し、発症後すぐに適切な治療を開始すること
が重要ですので、以下のポイントに注意しま
しょう。

予防接種・手洗い・うがい・マスク着用でインフルエンザを予防しましょう！

〇インフルエンザとは？

・安静にして休養をとり、特に睡眠を十分にと
る。
・お茶やジュース、スープなどでしっかり水分
補給をする。
・周囲に感染を広げないため、感染した人はマ
スクを着用し拡散防止に努める。
・人混みへの外出を控え、無理して学校や職場
に行かないようにする。
・ウイルスの空気中での活動や感染を抑えるた
めに、加湿器などで室内の湿度を５０〜６０%
に保つ。

〇治療は？

・一般療法…安静にして睡眠を十分にとり、熱
による脱水にならないよう水分をしっかり補給
することが治療の基本です。
・薬物療法…抗インフルエンザウイルス薬を服
用することで、ウイルスの増殖を抑え病気の期
間を短くすることができます。しかし、増殖ス
ピードが速く、症状が現れて４８時間以内にウ
イルスの増殖のピークに達するため、４８時間
以内に服用しないと薬の効果が現れにくくなり
ます。そのため、発症後できるだけ早く服用を
開始することが重要です。また、高熱の場合に
は解熱鎮痛剤等、黄色痰等の細菌の二次感染が
疑われる場合には抗菌薬を使うこともあります。

〇予防は？

・予防接種…流行シーズンを迎える前の１１月
ごろに接種をしましょう。効果が現れるのはお
よそ２週間後からで、それから約５カ月間持続
するといわれています。６５歳以上の高齢者は
予防接種によって発症リスクを３４〜５４％、
死亡リスクを８２％減らせると報告されていま
す。生後６カ月以上から１３歳未満の子どもで
は２回接種を行います。
・手洗いやうがい、マスク着用（周囲の人に咳
や鼻水でうつさない咳エチケット）をしましょ
う。
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生活体験・通学合宿
in天保の民家

▶かまどでご飯炊き

ナイフで竹の食器作り

この合宿での経験を生
かして︑これからの学校
生活の中で︑いろいろな
ことを頑張ってほしいと
思います︒

便利な現代の生活とは
違う体験でしたが︑不満
を言うこともなく何事に
も積極的に取り組む姿に︑
子どもたちの物事に対す
る柔軟さを感じました︒
子どもたちの感想には︑
日頃身の回りのことをし
てくれる両親に改めて感
謝の気持ちをもったこと︑
みんなとの共同生活が楽
しかったことなどが書か
れていました︒

▲

月 日から 日まで
の２ 泊３ 日で︑馬路小学
校５ ・６ 年 生５ 人 が 参 加
して生活体験・通学合宿
を行いました︒
14

この体験は︑江戸時代
に建てられ︑現在も保存
されている天保の民家で︑
昔の生活を体験するもの
で︑朝夕の食事作りは自
分たちで火をおこしてか
まどでご飯を炊くことか
ら始めました︒なかなか
火がおきず︑集めてきた
杉しばを使ったり︑根気
強くうちわで風を送り込
むなど苦労していました︒
地域のおんちゃんから教
わって作った竹の食器に︑
おばちゃんたちと一緒に
作ったおかずを盛りつけ︑
おいしそうに食べる子ど
もたちの笑顔が印象的で
した︒

12

▶２日目の夕食

20

1

15

皆さん︑こんにちは︒
月日がたつのは早いもので中学を卒
業し︑魚梁瀬を出てもう 年⁝︒
現在は大阪にて旅行代理店のパンフ
レットやカタログなどの企画制作を行
う会社でデザイナーとして働いていま
す︒
毎日夜遅くまでの仕事でしんどくな
ることもありますが︑好きな仕事なの
で楽しく働いています︒
大阪で暮らし始めて︑もう 年ほど
になります︒今は奥さんと出会い︑結
婚をし︑８歳の娘ともうすぐ２歳にな
る息子の二児の父となりました︒家族
みんな元気に暮らしています︒
知り合いや会社の方たちに魚梁瀬の
ことや同級生は数人しかいないんだと
いうことを話すといつもびっくりされ
ます︒
20

59

︵魚梁

さん
門脇 啓瀬出身︶

けい

ごっくん馬路村やゆずぽん酢を知っ
てる方も多く︑﹁いつも使ってんね
ん！﹂と愛用してくれている方もいて
聞くたびうれしい気持ちになります︒
毎年︑年末には帰省して市内に住ん
でいる母︑魚梁瀬に住んでいる祖母に
会いに行きます︒都会に住んでいると
地元が恋しくなるので毎年帰省するの
が本当に楽しみです︒
魚梁瀬に帰るとほっとするし︑落ち
着きます︒そしてまた大阪に帰った時
のエネルギーになります︒そんな所で
生まれ育った自分はほんとに幸せだし
誇りに思います︒
また帰省して見かけたら︑声をかけ
ていただけるとうれしいです︒

馬路村
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12
5.

恋しくなる

▲８歳の娘と２歳の息子と一緒に

10

そま

ほこら

お 知 ら せ
「相続登記はお済みですか月間」
高知県司法書士会開催

無料法律相談会

高知県司法書士会では、２月の１カ月間を
「相続登記はお済みですか月間」と定め、下記
のとおり無料法律相談会を実施します。
相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協
議など相続など相続に関する相談に応じ、適切
なアドバイスを行います。
○日時：平成２８年２月５日
（金）
１０時〜１５時
○場所：高知県立県民文化ホール３階 第３多目的室

最低賃金改正のお知らせ
高知労働局では、
県内すべての労働者に適用される
「高知県最低賃金」
を改正し、
１０月１８日から施行す
ることとしました。
この決定により、
１０月１８日以降分として労働者に支
払う賃金は、
１時間６９３円以上としなければなりませ
ん。
◎最低賃金についてのお問い合わせ先
高知労働局
（賃金室）

☎０８８−８８５−６０２４

安芸労働基準監督署

☎０８８７−３５−２１２８

高知労働基準監督署

☎０８８−８８５−６０３１

須崎労働基準監督署

☎０８８９−４２−１８６６

四万十労働基準監督署

☎０８８０−３５−３１４８

安芸市総合社会福祉センター １階相談室
２階小会議室

職場のトラブルでお悩みの方は
「総合労働相談コーナー」へ！

南国市役所４階 大会議室
須崎市役所総合保健福祉センター２階 会議室１
フジグラン四万十２階 フードコート横イベント広場
○予約：不要
○相談例
・登記名義人が先々代のままです。
・パートナーに全財産を相続させたいのですが…。
・相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割

人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、
個々の労働者と事業主との間で、労働関係についての紛
争が増加しています。
高知労働局では、
こうした個別労働紛争に対する援助
サービスを無料で提供し、解決に向けたお手伝いをしてい
ます。
職場のトラブルでお困りの方は「総合労働相談コーナ
ー」
をご活用ください。

協議ができません。
【お問い合わせ先】
【お問い合わせ先】

安芸総合労働相談コーナー
（安芸労働基準監督署内）

高知県司法書士会

☎０８８７
（３５）
２１２８

〒７８０−０９２８

高知労働局総合労働相談コーナー

高知市越前町２丁目６番２５号

☎０８８
（８８５）
６０２７

☎０８８−８２５−３１４３
（FAX）０８８−８２４−６９１９
（E-mail）k.shiho-shoshikai@nifty.com

０１２０
（７８３）
７２２
（フリーダイヤル）
高知総合労働相談コーナー
（高知労働基準監督署内）
☎０８８
（８８５）
６０１０
須崎総合労働相談コーナー
（須崎労働基準監督署内）
☎０８８９
（４２）
１８６６
四万十総合労働相談コーナー（四万十労働基準監督署内）
☎０８８０
（３５）
３１４８
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定
予定
12月・1月 む ら の 行 事 予
12
１ 火

月

1

絵本の読み聞かせ（魚梁瀬保育所）
有害物収集

月

１ 金

新春走り初めピッタリタイムレース（魚梁瀬）
新春走り初めピッタリタイムレース（馬路）
成人式

２ 水

乳児健診（田野町保健センター）13:00〜

２ 土

３ 木

校内持久走大会（馬路小学校）

３ 日

４ 金

第４４回馬路地区はし拳大会（馬路温泉）

４ 月

５ 土

安芸地区新人球技大会（6日、12日）
馬路熊野神社秋の例大祭・こどもみこし祭り（馬路）

仕事始め
保育始まり

５ 火

有害物収集

６ 日

６ 水

乳児健診（田野町保健センター）13:00〜

７ 月

７ 木

８ 火

リサイクル収集

８ 金

９ 水

餅つき（魚梁瀬保育所）
へき地・複式研究発表会（魚梁瀬小・中学校）

９ 土

１０ 木

ふれあい餅つき（魚梁瀬小・中学校）

１０ 日

１１ 金

人権相談所(就業改善センター)10：00〜15：00
行政相談所(就業改善センター)10：00〜12：00
校内持久走大会（魚梁瀬小・中学校）古紙収集(魚梁瀬)

１１ 月

１２ 土
１３ 日

馬路まるごと森林の市（高知市森の情報館）10：00〜

１４ 月

１２ 火

元日

始業式（村内４校）
古紙収集（魚梁瀬）

消防出初め式（田野町）
成人の日
県学力定着状況調査（村内４校）
リサイクル収集

１３ 水
１４ 木

１５ 火

第３回馬路式お弁当の日

１５ 金

どんど焼き（魚梁瀬丸山公園）

１６ 水

１歳６カ月児健診（田野町保健センター）13:00〜

１６ 土

第３４回馬路村民駅伝競走大会

１７ 日

第３５回馬路村内芸能発表会（就業改善センター）

１７ 木
１８ 金

１８ 月

餅つき（馬路保育所）

１９ 土

１９ 火

歯科指導（魚梁瀬保育所）
３歳児健診（田野町保健センター）13:00〜

２０ 日

第４３回馬路村文化祭・馬路村ふれあい祭り(馬路中学校・馬路体育館)

２０ 水

２１ 月

保育所交流会

２１ 木

２２ 火

リサイクル収集

２２ 金

古紙収集（馬路）
歯科指導（馬路保育所）

２３ 水

東部博クロージングイベント（田野町）

２３ 土

スキー教室（久万スキーランド）

２４ 木

保育所クリスマス会

２４ 日

２５ 金

終業式（村内４校）
ふれあい餅つき（馬路中学校）
古紙収集（馬路）

２５ 月

天皇誕生日

２６ 土

２６ 火

２７ 日
２８ 月

第4回馬路式お弁当の日
リサイクル収集

２７ 水
仕事納め
保育終了

２８ 木

２９ 火

２９ 金

３０ 水

３０ 土

３１ 木

３１ 日
増

加

減

少

中芸地区小・中学校連合音楽会
（田野町ふれあいセンター）13:30〜15:30

参観日一日先生（馬路小学校）13：45〜15：30

人
口
月中異動

出生

転入

職権

計

死亡

転出

職権

計

月末現在
人口合計

１０月

０

０

０

０

２

１

０

３

９４１

１１月

０

０

０

０

３

０

０

３

９３８
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馬 路 ７５３人、
３５４世帯
魚梁瀬 １８５人、９９世帯
（外国人含む）

馬路村特別村民 ９６
, ２３人

（１１月３０日現在）

村内あちらこちら

10月

10月17日 魚梁瀬熊野神社秋の例大祭

10月18日

馬路地区村民運動会

4 日 第23回山師達人選手権大会（魚梁瀬丸山公園）
9 日 東日本大震災から学ぶ馬路村の防災講演会
（就業改善センター）
10日 第11回湯けむりピンポン大会（馬路温泉）
12日 生活体験・通学合宿（天保の民家）小学5・6年生
（〜14日）
14日 第35回魚梁瀬地区はし拳大会（魚梁瀬多目的施設）
16日 魚梁瀬古式弓射式（魚梁瀬熊野神社）
17日 魚梁瀬熊野神社秋の例大祭
18日 馬路地区村民運動会
20日 木管アンサンブルコスモス（木管五重奏コスモスアンサンブル）演奏会
（就業改善センター）
21日 馬路村合同学習会
24日 馬路保育所運動会（馬路体育館）
25日 魚梁瀬地区村民運動会
27日 認知症学習会（就業改善センター）
30日 魚梁瀬地区ハロウィーン
秋のリースづくり教室（就業改善センター）
31日 絵手紙教室（就業改善センター）

11月

10月27日 認知症学習会（就業改善センター）

編集後記

11月24日

魚梁瀬中学校職場体験学習

第10回ゆずはじまる祭
損保ジャパン日本興亜いきいき共生の森
魚梁瀬中学校職場体験学習（〜13日）
秋季スカッシュバレーボール大会（魚梁瀬体育館）
千本山登山（魚梁瀬小学校）
ゆずとりボランティア（馬路中学校）
お魚屋さんの出前料理体験教室（馬路小学校）

表紙は︑﹁馬路式お弁当の日﹂
です ︒3 年 前 ︑表 紙 を 飾った子
どもたちが︑もうすぐ中学校を
卒業する時期が近づいてきまし
た︒
﹁ 馬 路 式お弁 当の日 ﹂を通じ
て︑
いのちや生 活の大 切さなど
身 をもって学ぶ取り組みが︑子
どもたちに根づいてきたと思い
ます︒
将来︑馬路を担う子どもたち
が︑大 人 になって も﹁ お弁 当 の
日 ﹂を 続けてくれることを 願っ
ています︒
︵絢︶

11月9〜13日

1日
7日
9日
10日
12日
16日
24日

お魚屋さんの出前料理体験教室（馬路小学校）
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