情報たに
谷地区の皆さんとの共同
活動を通じて、この地域に
ある農地・農道・農業用水
などの保全管理や農村環境
の保全を図ること。またそ
うした施設の長寿命化を図
ることを目的に事業を行っ
てきました。その一つとし
て五年前から谷自治振興会
と共同で花桃の植栽に取組
んでいます。谷あいの地形
であることから植栽場所は

第１０２号

谷農地 水･委員会

今回、地域景観の保全に
合わせて地域の歴史や伝
説にも興味を深めていた
だきたく啓発看板を四ケ
所に設置しました。
これを機会に、地区内外
の皆さんに広く発信をし
ていきたいと思います。

「カフェメルシ」
オープン ！

三月二十一日（祝）「カ
フェメルシ」が三ヵ月ぶり
にオープンしました。当日
は、リメイクや谷村八幡宮
臨時総代会に集まった皆さ
んや子どもたちも立ち寄っ
て和やかなひと時を過ごす
ことができました。四月は
十九日の予定です。どうぞ
お越しください！

in 塩谷
in 井戸谷

in 畑田

発行
谷自治振興会
谷公民館

取付作業中‼

平成31年3月25日

地区内に点在してはおり
ますが現在約七百本くら
いあるかと思います。こ
れから年数を経て成長し
春の開花時には地域を華
やかに美しく彩ってくれ
ることと思っています。
in 程原
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(月)
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神楽イベントのお知らせ

（協力隊より）

「神楽の楽校イン飯南」

神楽の勉強・神楽の体験
・神楽の上演で楽しみなが
ら、もっと知ってもらいた
い！

～花桃の里～

「お花見神楽」

飯南神楽団ではお花見シ
ーズンに合わせ神楽を上演
します。華やかな春の神楽
をお楽しみください。

３月の一枚

谷笑楽校

4月28日(日)

谷笑楽校

自然と遊ぼう 山菜採集＋α

各学校

4月14日(日)

7:00～

散在性ゴミ収集活動

町内全域

9:30～

神楽の楽校

谷笑楽校

カフェ・メルシ

谷笑楽校

春 の 訪 れと と も に 早 く も
桜の 開 花便 りが 届 いて 、 希
望膨 ら む季 節が や って き ま
した 。 新年 度に 向 かっ て 新
たな 出 会い や挑 戦 に旅 立 つ
多く の 皆さ んに 、 ご奮 闘 あ
れ！

地域の皆さんからの情報をお待ちしています！

卒業おめでとうございます！

が沖縄伝統の楽器で三線
が一万円以上で販売され
ていました。沖縄の人た
ちとの別れをおしみなが
らみんなで無事に帰るこ
とができました。最後に
三年間見守って下さった
皆様本当にありがとうご
ざいました。高校での勉
強や部活を両立させ思い
出に残る三年間にしたい
と思います

谷コミセン

あとがき

4月21日(日) 10:00～ ～花桃の里～ お花見神楽

9:00～

飯南高校
「心温まる町」
前島辰祐
いよいよ飯南町を出てい
く時が来ました。思い返す
とたくさんの行事に参加さ
せてもらいました。とん
ど、はやしこ、やまめのつ
かみ取りなど小さいころか
ら参加していたので谷地区
の皆さんにふれあいさせて
もらい心身ともに成長でき
たと思っています。飯南町
・谷地区が恋しくなり帰っ
てくることがあると思いま
すがその時はまた、よろし
くお願いします。

谷自治振興会総会

4月19日(金) 11:30～

赤来 中 学 校
「抱負」
荻野 耀
中学校までは義務教育でし
た。いろいろなことを学ぶ
ことができました。高校で
の抱負は、部活動と勉強と
の両立をしっかりとしてい
きたいと思います。どのよ
うな学校生活になるかわか
りませんが自分のためにし
っかりがんばっていきたい
です。
「三年間の思い出」
高橋里子
三年間で一番楽しかっ
た行事は沖縄修学旅行で
す。三泊四日の旅でした
が沖縄での暮らしや人と
の出会いを体感できたの
で良かったです。ただ万
座毛にいくことができな
かったのでまたリベンジ
したいです。四日目の
「班別自主研修」では那
覇市内にある国際通りで
お土産を買いました。自
分は買っていないのです

4月13日(土) 18:00～

々

赤名小学校
「中学生になったら」
荻野雷椛
三月 十五日 に僕 が卒業
して思 ったこ とは 、これ
までは おくる 側だ ったの
で送ら れる側 の気 持ちは
わから なかっ たけ れど実
際に送 られて 出て みると
とても うれし い気 持ちに
なりま した。 中学 生にな
ったら 今より も友 達が増
えると 思うの で楽 しく学
校生活 を送っ てい きたい
です。

「中学に向けて」
前島柚花
私はこの春、赤名小を
卒業しました。四月から
は中学生です。これから
部活など、たくさんのこ
とが増えていくので、部
活 にも 勉強
に も一 生懸
命 取り 組み
た いと 思い
ます。

小・中・高

笑楽校の桜も膨らんで！

4月 9日(火)

入学式

谷コミセン

県知事、県議会議員選挙投票日

4月 7日(日)

場所
内容
日時

第１０２号
第○○○号
平成３１年３月２５日
(月)
情報たに
○○○○○○○○
○○○○年○○月○○日（○）

