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　７月22・23日、栂池高原雪の広場で開催され
ました。小谷村のマスコットキャラクター「たり
たり」をはじめ、姉妹都市等のキャラクターにも
ご参加いただきました。

　７月22・23日、栂池高原雪の広場で開催され
ました。小谷村のマスコットキャラクター「たり
たり」をはじめ、姉妹都市等のキャラクターにも
ご参加いただきました。

おたり真夏の雪まつりおたり真夏の雪まつり
in 栂池高原in 栂池高原

小谷村のアサマシジミ小谷村のアサマシジミ
　当号13ページ（館報おたり）に詳しい記事を
掲載してありますので、ご確認ください。
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　平成29年度は、特産推進室、地域包括支援センターが共催し、「地域発元気づくり支援金」

を活用して、「皆で考え担う新しい交通環境を考える活動」に取り組んでいます。

小谷村の「交通を考える」取組が始まっています

交通環境を考えるプロジェクト  第 1弾

交通環境を考えるプロジェクト  第 2弾

「小谷村の交通体験会」の開催

※参加会場の指定はありません。ご都合に合わせてどの会場でも体験できます。

＊今後『５４プロ』では、高齢者向け、子育て世帯向けのニーズ調査（アンケート）

を行う予定です。ご協力をお願い致します。

小谷村の主役は皆さん一人一人です。

「誰もが自分らしく住み慣れた場所で暮らし続ける」ために、

是非ご参加ください！

講演＆ミュージカルイベント
　高齢者の交通事故や、免許返納などの身近な

話題から生活を振り返り、講演とミュージカル

を通じて、楽しみながら安全運転や免許返納に

ついて考え、学ぶ、体験型のイベントを開催し

ました。

　買い物や病院へ行くなど、小谷村で生活するためには、移動手段の確保が必要ですが、

高齢化や体調の変化により、運転免許証を返納しなくてはならない場合があります。

　現在小谷村にある交通手段の体験会を開催しますので、一緒に学びましょう!!

　　「知ろう」　……… 交通手段の使い方や料金を再確認しよう。

　　「体験しよう」… 便利なタクシーやバスに実際に乗ってみよう。

　　「教えて」　……… 体験した感想や意見を聞かせてください。

　交通の事は、運転する方や高齢者の方だけの問題ではありま

せん。家族みんなで考えていきましょう。

日　時：７月13日（木）　  場　所：小谷村役場多目的ホール

参加者：35名　　　　　   講　師：とらふぃっくSisters

ご参加ください

広報おたり　平成29年８月号（2）



小谷村で進める６次産業化
　村では、地域の６次産業化を考える会として昨年度より「小谷村6次産業化推進協議会」を設置
し協議を進めています。
　今年度の６次産業化推進協議会の取り組みとして、村の「活性化施設  古美里」の更なる利活用に
ついて検討するワークショップ（話し合い）が「古美里」を利用している加工グループ、今後利用
を検討している方などの参加により開催されました。
　ワークショップの冒頭に、６次産業化推進協議会事務局より開催に至る経過説明として、平成28
年２月に商工会より報告があった「小谷ブランド育成・新産業創造センター建設　調査研究事業報
告書」を参考とし、加工貯蔵施設整備・活用することを考えているという説明がありました。７月
号の広報でご紹介したように、「新たな加工
貯蔵施設」と、既存の「活性化施設  古美里」
の両方を活用することにより、報告書にあ
る「需要対応型６次産業化」と「共同利用
加工施設」を実現したいと考えているとい
う説明がありました。
　事務局の説明の後、参加者の自己紹介と、
それぞれの生産活動で疑問に感じられた点
などを出していただき、協議会と質疑応答
を行う形で実施されました。

主な質問内容と回答
ワークショップによる検討はどのくらいの期
間を考えているのか？

４回ということで考えているが、結論を急が
ず時間をかけて、回数を限らず開催したい。

ワークショップで導き出したい答えは何か？

「古美里」の指定管理期間は平成30年３月末
となっている。その後、現指定管理者JA大北
の意向にもよるが、どういう形で運営して
いったらよいかを検討したいと考えている。

「古美里」の設備に問題点はないか？　耐震
構造や、故障個所など。

建設当初の安全基準は満たしているが、必要
であれば検査を行いたい。

「古美里」を新たに利用したい人はどうした
らいいのか？

空いている部屋があるので、利用していただ
くことは可能である。利用希望者は、指定管
理者のJA大北に相談していただきたい。

Q

A

古美里の運営主体・運用の仕方はどうしたら
よいのか？

考えられる方法は様々あるが、今後のワーク
ショップを通して検討をしていきたい。

「新たな加工貯蔵施設」に、共同利用加工のス
ペースはないのか？

１つの部屋を不特定多数の人が利用すること
は衛生管理上の課題があるため、「新たな加工
貯蔵施設」では考えていない。特産品開発の
拠点として「古美里」を整備した経過があり、
こちらも活用したいと考えている。ワーク
ショップで利用
者にとって活動
しやすい共同利
用加工施設とは
どのようなもの
か話し合うなど
検討していきた
い。

Q

A

Q

A

Q
A

Q

A

Q

A

（3）　広報おたり　平成 29 年８月号
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配水池の見学

白馬乗鞍浄化センターの見学
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　４月７日（金）　入学式が、白馬高校体育館でおこなわれました。

　今年度の入学者数は、Ａ組普通科40名（男子15名、女子25名）、Ｂ組国際観光科34名（男子22名、女子12名）の入学

者を迎え入れることができました。特に国際観光科では、ベトナム、北海道、埼玉、東京、新潟、愛知、大阪、広島、

長崎、鹿児島の各県から18名の入学がありました。入学式では、埼玉県出身の女子生徒が新入生代表宣誓をおこないま

した。

　来賓をお迎えして厳粛な雰囲気の中で、普通科、国際観光科それぞれの新入生は、緊張した表情で入学式に臨みました。

　４月10日(月)　新入生歓迎会が行われました。

　新入生を温かく見守る上級生と緊張感漂う新入生の

初めての対面式でもあります。学校生活や、委員会活動、

クラブ活動等を自らの言葉で生き生きと語る先輩方の

前向きな堂々たる姿勢に、１年生は驚きを隠せないよう

でした。新たな高校生活が、白馬のここから始まるんだ

という期待にあふれた１年生の目はとても印象的でし

た。

　４月24日(月)　英語の実習授業として、八方スキー場の近くの

「Lion Cafe」のご協力のもとに、外国の方を実際に迎え入れる接

客授業が行われました。各種メニューの注文は勿論のこと、道案

内から幼い子供への応対まで、これまで学んだ英会話の実践の場

所としてまたとない教育の場となりました。

喫茶店でアルバイト？ いいえ！英語の授業なんです!!

北村桂一校長の式辞を緊張して聞く新入生
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白馬高校　http://www.nagano-c.ed.jp/hakubahs　　TEL 0261（72）2034（代表）

白馬山麓環境施設組合　白馬高校支援係（白馬村役場内）　TEL　0261（72）5000（内線1178）

インドネシアからの学生交流

Selamat dating ke Hakuba!

（ようこそ　白馬へ！）

　「様々な国の生活や文化を理解し、自国を

見つめなおすことでさらに視野を広げる」こ

のような実践教育を重んずる白馬高校には

沢山の外国の方々との交流があります。５月

８日(月)は午前中、インドネシアから43名の

学生との交流会が行われました。

　両国にとって、お互いに第二言語となる英

語を使ってのコミュニケーションは勿論、お

互いの言語を覚えようと真剣にかつ楽しく

取り組んでいる姿が印象的でした。

グローバル講演会

Selamat dating ke Hakuba!

　５月12日(金)　元全日本サッカー代表監督の岡田武史さんをお迎えして、生徒や保護者に向けた座談会形式で講演

をしていただきました。人間誰しもが持っていても、その能力を発揮できずにいる遺伝子は、あらゆる過酷な体験を通

じて活性化させてあげれば、必ずそこから生まれる「ひらめき」というものがある。そしてそれは、信じられないとて

つもない力を生み出すことができるが、まずその過酷な体験を挫折せず、乗り切ることができるように、常に不断の努

力をおしまないことだというお話を、ユーモアを交えて語ってくださいました。具体的な方法として、自分の夢や目標

ができたら、まず細かく、今日自分のできるところから始めることにより、一歩ずつ確実に近づくことができる。自分

の好きなことなのだから努力なんて当たり前。とお話されるその経験談と内容に、生徒も私達も本当に心打たれまし

た。講演会が終わっても生徒達の質問は途切れることなく、なんとか人生を生きるヒントをいただこうと一言も漏らす

まいと必死に耳を傾けている生徒がとても印象的でした。保護者の方々にも｢すばらしい講演会でした｣｢世界を知って

いる人間はやはり違うね｣と沢山のお褒めの言葉をいただきました。

春期クラスマッチ

　５月26日(金)　クラスマッチが行われまし

た。男子がサッカー、女子はバレーボールで日

頃のクラスの団結を競い合い、各クラスとも真

剣に取り組んでいました。

結果 男子 女子 総合

１位 ２A ３A ２B

２位 ２B ２B ２A

３位 ３B ３B ３B
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「人権特設
　相談所」の

開設について
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「平成29年度地域戦略プロフェッショナル・ゼミ」
第４期受講生募集！

地域の＜実践知＞と大学の＜研究知＞を融合した教育プログラム
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