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５月１日オープン
オープン、『
、『ログ
よねこ』
』
、『
ログ よねこ
こ れま で何 度 かご 紹介 し た周 防 大島 町の 農家 民 宿『 ロ グ よ ねこ 』 が山 口県 が 推進 す
る農林漁家民宿の 17 軒目（山口型小規模農林漁家民宿としては 14 軒目）として正式
に許可が下り、４月 22 日に県中山間地域づくり推進課の報道発表がおこなわれ、オー
ナーの米重智恵子さんは翌日から問い合わせの電話応対にてんやわんやである。
宿泊は１日１組 （４人まで） とし、１泊２食つきで大人 7,000 円・小学生以下半額・
３才未満の幼児は無料。営業は基本的に週末 （金・土） と祝日前日の宿泊のみ。夏期は平
日も営業する （お盆の時期を除く） 。営業日はお問い合
また、オプションで季節の農業体験、ケーキや
り、魚のさばき、みかんの収穫 …と、農林漁

わせいただきたい。
スイーツづく
家民宿な

らで はの体験コーナーも。
オープンを記念して開催する
『農家民宿 ログ よねこ オープ
ン記念パーティ』は５月４日。
パーティは宿泊する人に提供
する料理約 20 品がずらっと並
んで、石田帝児さんと大槻次男
さん （ それに私のコンガが邪魔する）
のバンド“ストーンヒルズ”の演奏を楽しんでいただこう…という企画 。
建築計画が始まって４年、いつかはログハウスで民宿…
の米重さんの“夢”はまず 2011 年から民泊修学旅行の受
け入れを 開始、これまで 30 校の 中・高校生 を 受け入れて
今年も 継続しながら農家民宿も営業 … と、彼女は大張り切
りだ。

写真は
写真はカホーンづくりで
カホーンづくりで演奏
づくりで演奏する
演奏する石田
する石田さん
石田さん（右）と大槻さん
大槻さん
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遊休地の
の有効利用
有効利用に
に“太陽光発電所
太陽光発電所”
”
遊休地
あなたの土地、無駄にしてませんか？、遊休地が低価格・高性能の太陽光発電所に生まれ
変わります>…と、岩国再生エネルギー(株)（岩国市通津） が中山展示場 （岩国市周東町中山） と
長野展示場 （岩国市長野）で見学説明会を開催した。
ペレットストーブも展示したいとのことで中山会場に持ち込み、半日ばかりお邪魔したが
新聞折り込みを見た人が何人かやってきて熱心に質問していた。中山展示場は 600 ㎡の土
地に太陽光パネル 208 枚を南向き 20 °で設置、発電出力は 50kw。
初期投資額は土地造成費用
などは別で 約 1,200 万円で
年間予想売電収入は 約 200
万円、設置費用は７年以内に
回収可能だという。
長野展示場は 300 ㎡の土
地にパネル 114 枚設置、発
電出力 28 kw。
投資額は約 800 万円、年
間予想売電収入は約 120 万円、こちらも７年程度で回収可能。「耕作放棄地や遊休地など
の活用方法の一つの提案です…」と吉柴社長、見学会は５月末にも開催される。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

久しぶりの
しぶりのドメニカーナ
ドメニカーナ
４月16 日、久しぶりに妻を乗せてドメ
ニカーナ （島根県吉賀町） にピザを食べに行
った。昨年 12 月以来４ヵ月ぶりだ。
予定より早く着き
そうなので錦町
行波で開催中の
“ シバザクラまつ
り”の会場に立ち寄ってみた。
最終日なので見学に訪れる人は少なかっ
たものの、地区の人々が丹精込めたシバザクラと“手づくりのまつり”だった。
ドメニカーナには昼前に到着、自然いっぱいの中で
おいしいピザとコーヒーを堪能した。平日だというの
にほぼ満席、今回もマスターの岡田さんとゆっくり話
すことが出来なかったのが残念だった。
ドメニカーナから１時間ばかり走って輸入元から直
送したペレットストーブのチェックに益田まで足を延
ばし、帰りは“道の駅巡り”しながらゆっくり…。妻への“誕生日ドライブ”だった。
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地域おこし
おこし協力隊員
協力隊員は
は“毎日
毎日が
が新鮮
新鮮”
”
地域
おこし
協力隊員
人生の素敵なことは、ここにある>…と田布施町が募集、隊員となった藤田敬太郎さんと
砂本枝里香さん （342 号でご紹介） は４月１日に委嘱式を済ませ、馬島での暮らしがスタート
して１ヵ月が経った。（写真：
写真：隊員活動用の
隊員活動用のユニホームを
ユニホームを着た２人）
婚約中で１年以内に結婚する２人は島の人たちの暖
かい応援に支えられ、都会の生活ではなかなか体験出
来ないことに目を見張る日々を元気に過ごしている。

桜まつりが終わった次の週末、朝の渡船でやってき
た２人を出迎え、まず林山さんの作業場でシイタケの菌打ち作業を体験、午後からの草刈機
講習まで時間があったので、田布施のことをちょっとでも知ってほしいと思い、田川さんの
ブルーベリー農園『花夢果夢』や“宿井のハ
ゼの木”に案内した。
島ではオープン間近の『 のんびらんど う
ましま 』で清掃や塗装の手伝いや、“ ゆき姫
なべ”用自然薯の植え付け…と、シゴかれな
がら島での暮らし方を勉強中である。
これから島の活性化に取り組む若い２人に
エールを送りたい。協力隊のブログ：http://ameblo.jp/tabuse-chiikiokoshi/

パワースポットガイドに
に“スネークロック
スネークロック”
”
パワースポットガイド
癒しとハッピーを手に入れる旅を、山口県でしてみま

せんか…？と“ やまぐち パ

ワースポット ガイド『 開運めぐり』”２万部が山口県
された（A5 版 24 ページ）。
山口県には大自然のパワーを感じられる癒しのスポ
ットや 、学問の神様を祀った神社 、恋愛成就にご利
益があるといわれる パワー ス ポ ッ トがたくさんあ
ります…と、県内の神社・仏閣・自然など 76 カ所
を収録、馬島は“自然のパワーを存分に浴びられ
る最高のパワースポット”の中で島の航空写真と
スネークロックを紹介。県内の観光案内所や道の駅に
置いていると聞くが、なぜ近県や首都圏じゃないのか不思議…？。
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観光連盟から発行

初めて
めてノート
ノート型
型にしました
ノート
使用中のパソコンの動きがこのところ極端に鈍くなり、直近４ヵ
月分のメール記録が突然消えるなどのトラブルが相次いだ。いろい
ろやってみたが改善しないのでとうとう買い換えた。パソコンを始
めて 25 年、その間ず～っとデスクトップ型で通していたが、今回
初めてﾉートにした。当然のことだがこれだと家に持って帰れるし
打ち合わせなどにも持ち出せて便利だから。連休の間にファイルな
どを移して使えるようにしたいと思っている。

５月５日放送『
日放送『黒柳徹子の
黒柳徹子のユニセフ緊急報告
ユニセフ緊急報告
緊急報告』
』
田川一郎さん制作のテレビ番組のご案内。黒柳徹子
さんがユニセフ親善大使に就任して今年で 29 年、視
察に訪れた国は 30 ヶ国になる。
その１回目からプロデューサーとして同行している
田川さん、今回の訪問国は 2011 年 に スーダンから
分離独立したアフリカ・南スーダン。
スーダンは 2005 年まで 20 年間も続いた内 戦に
より、南スーダンとして独立後の今も教育や医療の整
備が進まず、子どもたちがその影響を受けている。 （写真：
写真：田川さんの
田川さんのホームページ
さんのホームページより
ホームページより）
より）
その現状を報告する『黒柳徹子のユニセフ緊急報告～世界一新しい国 アフリカ・南スー
ダンの危機～』は５月５日 （日） 14:00 ～ 15:25、テレビ朝日系列で放送。ぜひご覧いた
だきたい。番組ホームページ http://www.inv.co.jp/~tagawa/sudan2013/sudan2013.html

お越しいただき
しいただき、
、ありがとうございました
『たぶせ桜まつり』は前日からの雨と強風で設置したテントが飛ばされるなどのアクシデ
ントでスタッフは対応に大わらわだったが、天候は開会前頃から徐々に回復してなんとか開
催された 。
それでも 時
おり 吹く突 風
のため 、今 年
初登場の“ 大
絵巻 ”パネル
の設置や河川敷で開催予定のイベントは残念ながら中止となった。
そんな状況でも人出は 25,000 人、ステージはアイドルグループ“山口活性学園”やキ
ャラクターショー、わんこ豆腐選手権などで盛りあがり、“一日限りの田布施座”も盛況。
ドッグレースや恒例のニジマス釣りの会場からは子どもたちの歓声が聞こえ、森のエリアで
開催の世界チャンピオン 林隆雄さんのチェンソーアートも人だかり…と会場は一日中賑わ
った。天候不良にもかかわらずお越しいただいたみなさん、ありがとうございました。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

今月もお
今月 もお読
もお 読 みいただき、
みいただき 、 ありがとうございました。（
ありがとうございました 。（岡部
。（ 岡部 正彦）
正彦 ）
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