
 
     
9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         

グリーンラインをグリーンラインをグリーンラインをグリーンラインを愛愛愛愛するするするする会会会会のののの誓誓誓誓いいいい     私達私達私達私達はははは    地域地域地域地域のののの環境環境環境環境のののの保全保全保全保全とととと活性化活性化活性化活性化のののの責任責任責任責任はははは                    またまたまたまた、、、、私達私達私達私達はははは官民協働官民協働官民協働官民協働のモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとして    私達住民私達住民私達住民私達住民にあることをにあることをにあることをにあることを自覚自覚自覚自覚しししし、、、、                                            行政行政行政行政とのよりとのよりとのよりとのより良良良良いいいい関係作関係作関係作関係作りをりをりをりを目指目指目指目指しししし、、、、    行政行政行政行政・・・・企業企業企業企業・・・・各種団体各種団体各種団体各種団体とととと協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら                    おおおお互互互互いのいのいのいの立場立場立場立場をををを尊重尊重尊重尊重しつつしつつしつつしつつ    おおおお互互互互いにいにいにいに支支支支えあいえあいえあいえあい助助助助けけけけ合合合合ってってってって    そのそのそのその役割役割役割役割をををを果果果果たすことをたすことをたすことをたすことを誓誓誓誓いますいますいますいます                                安全安全安全安全でででで    豊豊豊豊かなふるさとかなふるさとかなふるさとかなふるさと福山福山福山福山をををを作作作作ることをることをることをることを誓誓誓誓いますいますいますいます        
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10101010 月月月月定例会定例会定例会定例会        10101010 月月月月 8888 日日日日((((日日日日))))  9:00 管理基地集合      予定作業：：：： 沿線の草刈など     有志有志有志有志のののの集集集集いいいい        9999 月月月月 24242424 日日日日（（（（日日日日）））） 9:00 管理基地集合      ＊昼食・飲み物など各自ご用意ください。      定例理事会定例理事会定例理事会定例理事会        10101010 月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金）））） 9:30～  事務局                                                      
    
  堂々川堂々川堂々川堂々川のののの彼岸花彼岸花彼岸花彼岸花       堂々川ホタル同好会の方々が、県内一を目指して植栽を続けておられる「彼岸花」が咲き始めて います。 種類が豊富で、今年は 18万本・花色は 17色が楽しめそうだとか。                  グリーラインの後山園地西の谷にも「彼岸花」を植栽しています。 観賞にお出かけください。     
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         

グリーンラインをグリーンラインをグリーンラインをグリーンラインを愛愛愛愛するするするする会会会会のののの誓誓誓誓いいいい     私達私達私達私達はははは    地域地域地域地域のののの環境環境環境環境のののの保全保全保全保全とととと活性化活性化活性化活性化のののの責任責任責任責任はははは                    またまたまたまた、、、、私達私達私達私達はははは官民協働官民協働官民協働官民協働のモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとして    私達住民私達住民私達住民私達住民にあることをにあることをにあることをにあることを自覚自覚自覚自覚しししし、、、、                                            行政行政行政行政とのよりとのよりとのよりとのより良良良良いいいい関係作関係作関係作関係作りをりをりをりを目指目指目指目指しししし、、、、    行政行政行政行政・・・・企業企業企業企業・・・・各種団体各種団体各種団体各種団体とととと協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら                    おおおお互互互互いのいのいのいの立場立場立場立場をををを尊重尊重尊重尊重しつつしつつしつつしつつ    おおおお互互互互いにいにいにいに支支支支えあいえあいえあいえあい助助助助けけけけ合合合合ってってってって    そのそのそのその役割役割役割役割をををを果果果果たすことをたすことをたすことをたすことを誓誓誓誓いますいますいますいます                                安全安全安全安全でででで    豊豊豊豊かなふるさとかなふるさとかなふるさとかなふるさと福山福山福山福山をををを作作作作ることをることをることをることを誓誓誓誓いますいますいますいます        
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
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  堂々川堂々川堂々川堂々川のののの彼岸花彼岸花彼岸花彼岸花       堂々川ホタル同好会の方々が、県内一を目指して植栽を続けておられる「彼岸花」が咲き始めて います。 種類が豊富で、今年は 18万本・花色は 17色が楽しめそうだとか。                  グリーラインの後山園地西の谷にも「彼岸花」を植栽しています。 観賞にお出かけください。     
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         

グリーンラインをグリーンラインをグリーンラインをグリーンラインを愛愛愛愛するするするする会会会会のののの誓誓誓誓いいいい     私達私達私達私達はははは    地域地域地域地域のののの環境環境環境環境のののの保全保全保全保全とととと活性化活性化活性化活性化のののの責任責任責任責任はははは                    またまたまたまた、、、、私達私達私達私達はははは官民協働官民協働官民協働官民協働のモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとして    私達住民私達住民私達住民私達住民にあることをにあることをにあることをにあることを自覚自覚自覚自覚しししし、、、、                                            行政行政行政行政とのよりとのよりとのよりとのより良良良良いいいい関係作関係作関係作関係作りをりをりをりを目指目指目指目指しししし、、、、    行政行政行政行政・・・・企業企業企業企業・・・・各種団体各種団体各種団体各種団体とととと協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら                    おおおお互互互互いのいのいのいの立場立場立場立場をををを尊重尊重尊重尊重しつつしつつしつつしつつ    おおおお互互互互いにいにいにいに支支支支えあいえあいえあいえあい助助助助けけけけ合合合合ってってってって    そのそのそのその役割役割役割役割をををを果果果果たすことをたすことをたすことをたすことを誓誓誓誓いますいますいますいます                                安全安全安全安全でででで    豊豊豊豊かなふるさとかなふるさとかなふるさとかなふるさと福山福山福山福山をををを作作作作ることをることをることをることを誓誓誓誓いますいますいますいます        
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
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  堂々川堂々川堂々川堂々川のののの彼岸花彼岸花彼岸花彼岸花       堂々川ホタル同好会の方々が、県内一を目指して植栽を続けておられる「彼岸花」が咲き始めて います。 種類が豊富で、今年は 18万本・花色は 17色が楽しめそうだとか。                  グリーラインの後山園地西の谷にも「彼岸花」を植栽しています。 観賞にお出かけください。     
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         

グリーンラインをグリーンラインをグリーンラインをグリーンラインを愛愛愛愛するするするする会会会会のののの誓誓誓誓いいいい     私達私達私達私達はははは    地域地域地域地域のののの環境環境環境環境のののの保全保全保全保全とととと活性化活性化活性化活性化のののの責任責任責任責任はははは                    またまたまたまた、、、、私達私達私達私達はははは官民協働官民協働官民協働官民協働のモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとして    私達住民私達住民私達住民私達住民にあることをにあることをにあることをにあることを自覚自覚自覚自覚しししし、、、、                                            行政行政行政行政とのよりとのよりとのよりとのより良良良良いいいい関係作関係作関係作関係作りをりをりをりを目指目指目指目指しししし、、、、    行政行政行政行政・・・・企業企業企業企業・・・・各種団体各種団体各種団体各種団体とととと協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら                    おおおお互互互互いのいのいのいの立場立場立場立場をををを尊重尊重尊重尊重しつつしつつしつつしつつ    おおおお互互互互いにいにいにいに支支支支えあいえあいえあいえあい助助助助けけけけ合合合合ってってってって    そのそのそのその役割役割役割役割をををを果果果果たすことをたすことをたすことをたすことを誓誓誓誓いますいますいますいます                                安全安全安全安全でででで    豊豊豊豊かなふるさとかなふるさとかなふるさとかなふるさと福山福山福山福山をををを作作作作ることをることをることをることを誓誓誓誓いますいますいますいます        

                                                  2017 年 9 月 20 日発行                                                 編集発行                                                         グリーンラインを愛する会                                                     〒721-0958                                                 広島県福山市西新涯町 2 丁目 21-47-4                                      
                                                      TEL・FAX  084-953-4004 
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
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10101010 月月月月定例会定例会定例会定例会        10101010 月月月月 8888 日日日日((((日日日日))))  9:00 管理基地集合      予定作業：：：： 沿線の草刈など     有志有志有志有志のののの集集集集いいいい        9999 月月月月 24242424 日日日日（（（（日日日日）））） 9:00 管理基地集合      ＊昼食・飲み物など各自ご用意ください。      定例理事会定例理事会定例理事会定例理事会        10101010 月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金）））） 9:30～  事務局                                                      
    
  堂々川堂々川堂々川堂々川のののの彼岸花彼岸花彼岸花彼岸花       堂々川ホタル同好会の方々が、県内一を目指して植栽を続けておられる「彼岸花」が咲き始めて います。 種類が豊富で、今年は 18万本・花色は 17色が楽しめそうだとか。                  グリーラインの後山園地西の谷にも「彼岸花」を植栽しています。 観賞にお出かけください。     

「グリーンラインを愛する会」の活動を応援してくださっている 
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         

グリーンラインをグリーンラインをグリーンラインをグリーンラインを愛愛愛愛するするするする会会会会のののの誓誓誓誓いいいい     私達私達私達私達はははは    地域地域地域地域のののの環境環境環境環境のののの保全保全保全保全とととと活性化活性化活性化活性化のののの責任責任責任責任はははは                    またまたまたまた、、、、私達私達私達私達はははは官民協働官民協働官民協働官民協働のモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとして    私達住民私達住民私達住民私達住民にあることをにあることをにあることをにあることを自覚自覚自覚自覚しししし、、、、                                            行政行政行政行政とのよりとのよりとのよりとのより良良良良いいいい関係作関係作関係作関係作りをりをりをりを目指目指目指目指しししし、、、、    行政行政行政行政・・・・企業企業企業企業・・・・各種団体各種団体各種団体各種団体とととと協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら                    おおおお互互互互いのいのいのいの立場立場立場立場をををを尊重尊重尊重尊重しつつしつつしつつしつつ    おおおお互互互互いにいにいにいに支支支支えあいえあいえあいえあい助助助助けけけけ合合合合ってってってって    そのそのそのその役割役割役割役割をををを果果果果たすことをたすことをたすことをたすことを誓誓誓誓いますいますいますいます                                安全安全安全安全でででで    豊豊豊豊かなふるさとかなふるさとかなふるさとかなふるさと福山福山福山福山をををを作作作作ることをることをることをることを誓誓誓誓いますいますいますいます        
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         
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山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         

グリーンラインをグリーンラインをグリーンラインをグリーンラインを愛愛愛愛するするするする会会会会のののの誓誓誓誓いいいい     私達私達私達私達はははは    地域地域地域地域のののの環境環境環境環境のののの保全保全保全保全とととと活性化活性化活性化活性化のののの責任責任責任責任はははは                    またまたまたまた、、、、私達私達私達私達はははは官民協働官民協働官民協働官民協働のモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとして    私達住民私達住民私達住民私達住民にあることをにあることをにあることをにあることを自覚自覚自覚自覚しししし、、、、                                            行政行政行政行政とのよりとのよりとのよりとのより良良良良いいいい関係作関係作関係作関係作りをりをりをりを目指目指目指目指しししし、、、、    行政行政行政行政・・・・企業企業企業企業・・・・各種団体各種団体各種団体各種団体とととと協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら                    おおおお互互互互いのいのいのいの立場立場立場立場をををを尊重尊重尊重尊重しつつしつつしつつしつつ    おおおお互互互互いにいにいにいに支支支支えあいえあいえあいえあい助助助助けけけけ合合合合ってってってって    そのそのそのその役割役割役割役割をををを果果果果たすことをたすことをたすことをたすことを誓誓誓誓いますいますいますいます                                安全安全安全安全でででで    豊豊豊豊かなふるさとかなふるさとかなふるさとかなふるさと福山福山福山福山をををを作作作作ることをることをることをることを誓誓誓誓いますいますいますいます        

                                                  2017 年 9 月 20 日発行                                                 編集発行                                                         グリーンラインを愛する会                                                     〒721-0958                                                 広島県福山市西新涯町 2 丁目 21-47-4                                      
                                                      TEL・FAX  084-953-4004 

ｈｔｔｐ：//ｇｒｅｅｎｌｉｎｅ251.com/                     E-mail  info@greenline251.com 
 



                           グリーンラインを愛する会会報 Page２         
    ～～～～おおおお知知知知らせらせらせらせ～～～～    

10101010 月月月月定例会定例会定例会定例会        10101010 月月月月 8888 日日日日((((日日日日))))  9:00 管理基地集合      予定作業：：：： 沿線の草刈など     有志有志有志有志のののの集集集集いいいい        9999 月月月月 24242424 日日日日（（（（日日日日）））） 9:00 管理基地集合      ＊昼食・飲み物など各自ご用意ください。      定例理事会定例理事会定例理事会定例理事会        10101010 月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金）））） 9:30～  事務局                                                      
    
  堂々川堂々川堂々川堂々川のののの彼岸花彼岸花彼岸花彼岸花       堂々川ホタル同好会の方々が、県内一を目指して植栽を続けておられる「彼岸花」が咲き始めて います。 種類が豊富で、今年は 18万本・花色は 17色が楽しめそうだとか。                  グリーラインの後山園地西の谷にも「彼岸花」を植栽しています。 観賞にお出かけください。     

「グリーンラインを愛する会」の活動を応援してくださっている 

「「「「地域活性化支援企業地域活性化支援企業地域活性化支援企業地域活性化支援企業」」」」    ((((株株株株))))フジイフジイフジイフジイ大理石工業大理石工業大理石工業大理石工業・・・・((((有有有有))))高木商会高木商会高木商会高木商会・・・・佐藤相互建設佐藤相互建設佐藤相互建設佐藤相互建設((((株株株株))))・・・・大宮工業大宮工業大宮工業大宮工業((((株株株株))))    ・・・・福山福山福山福山電業電業電業電業((((株株株株))))    脳神経脳神経脳神経脳神経センターセンターセンターセンター大田記念病院大田記念病院大田記念病院大田記念病院・・・・伸協電機販売伸協電機販売伸協電機販売伸協電機販売((((株株株株))))・・・・聖和聖和聖和聖和ハウスハウスハウスハウス((((株株株株))))・・・・美建工業美建工業美建工業美建工業((((株株株株))))    ・・・・((((株株株株))))高森工業高森工業高森工業高森工業    馬場工業馬場工業馬場工業馬場工業((((株株株株))))・・・・北斗電機工業北斗電機工業北斗電機工業北斗電機工業((((株株株株))))・・・・((((有有有有))))ハイテックハイテックハイテックハイテック・・・・東洋建設東洋建設東洋建設東洋建設((((株株株株))))・・・・((((株株株株))))ユキユキユキユキ建設建設建設建設・・・・大成工業大成工業大成工業大成工業((((株株株株))))    ((((株株株株))))藤原木工所藤原木工所藤原木工所藤原木工所・・・・光和物産光和物産光和物産光和物産((((株株株株))))・テラル・テラル・テラル・テラル((((株株株株))))・・・・((((有有有有))))アド・アールアド・アールアド・アールアド・アール濱田濱田濱田濱田・・・・((((株株株株))))ラックスラックスラックスラックス    ((((株株株株))))松誠園緑地建設松誠園緑地建設松誠園緑地建設松誠園緑地建設・・・・((((有有有有))))平木石材店平木石材店平木石材店平木石材店・・・・いぐちクリニックいぐちクリニックいぐちクリニックいぐちクリニック                                （敬称略 順不同）   ご支援ありがとうございます。ご寄付頂きました支援金は有効に且つ大切に使わせていただきます。    ★グリーンラインを愛する会の案内専用電話        【【【【    084084084084－－－－971971971971－－－－4062406240624062    】】】】     



 
     
9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         

グリーンラインをグリーンラインをグリーンラインをグリーンラインを愛愛愛愛するするするする会会会会のののの誓誓誓誓いいいい     私達私達私達私達はははは    地域地域地域地域のののの環境環境環境環境のののの保全保全保全保全とととと活性化活性化活性化活性化のののの責任責任責任責任はははは                    またまたまたまた、、、、私達私達私達私達はははは官民協働官民協働官民協働官民協働のモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとして    私達住民私達住民私達住民私達住民にあることをにあることをにあることをにあることを自覚自覚自覚自覚しししし、、、、                                            行政行政行政行政とのよりとのよりとのよりとのより良良良良いいいい関係作関係作関係作関係作りをりをりをりを目指目指目指目指しししし、、、、    行政行政行政行政・・・・企業企業企業企業・・・・各種団体各種団体各種団体各種団体とととと協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら                    おおおお互互互互いのいのいのいの立場立場立場立場をををを尊重尊重尊重尊重しつつしつつしつつしつつ    おおおお互互互互いにいにいにいに支支支支えあいえあいえあいえあい助助助助けけけけ合合合合ってってってって    そのそのそのその役割役割役割役割をををを果果果果たすことをたすことをたすことをたすことを誓誓誓誓いますいますいますいます                                安全安全安全安全でででで    豊豊豊豊かなふるさとかなふるさとかなふるさとかなふるさと福山福山福山福山をををを作作作作ることをることをることをることを誓誓誓誓いますいますいますいます        

                                                  2017 年 9 月 20 日発行                                                 編集発行                                                         グリーンラインを愛する会                                                     〒721-0958                                                 広島県福山市西新涯町 2 丁目 21-47-4                                      
                                                      TEL・FAX  084-953-4004 

ｈｔｔｐ：//ｇｒｅｅｎｌｉｎｅ251.com/                     E-mail  info@greenline251.com 
 



                           グリーンラインを愛する会会報 Page２         
    ～～～～おおおお知知知知らせらせらせらせ～～～～    

10101010 月月月月定例会定例会定例会定例会        10101010 月月月月 8888 日日日日((((日日日日))))  9:00 管理基地集合      予定作業：：：： 沿線の草刈など     有志有志有志有志のののの集集集集いいいい        9999 月月月月 24242424 日日日日（（（（日日日日）））） 9:00 管理基地集合      ＊昼食・飲み物など各自ご用意ください。      定例理事会定例理事会定例理事会定例理事会        10101010 月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金）））） 9:30～  事務局                                                      
    
  堂々川堂々川堂々川堂々川のののの彼岸花彼岸花彼岸花彼岸花       堂々川ホタル同好会の方々が、県内一を目指して植栽を続けておられる「彼岸花」が咲き始めて います。 種類が豊富で、今年は 18万本・花色は 17色が楽しめそうだとか。                  グリーラインの後山園地西の谷にも「彼岸花」を植栽しています。 観賞にお出かけください。     

「グリーンラインを愛する会」の活動を応援してくださっている 

「「「「地域活性化支援企業地域活性化支援企業地域活性化支援企業地域活性化支援企業」」」」    ((((株株株株))))フジイフジイフジイフジイ大理石工業大理石工業大理石工業大理石工業・・・・((((有有有有))))高木商会高木商会高木商会高木商会・・・・佐藤相互建設佐藤相互建設佐藤相互建設佐藤相互建設((((株株株株))))・・・・大宮工業大宮工業大宮工業大宮工業((((株株株株))))    ・・・・福山福山福山福山電業電業電業電業((((株株株株))))    脳神経脳神経脳神経脳神経センターセンターセンターセンター大田記念病院大田記念病院大田記念病院大田記念病院・・・・伸協電機販売伸協電機販売伸協電機販売伸協電機販売((((株株株株))))・・・・聖和聖和聖和聖和ハウスハウスハウスハウス((((株株株株))))・・・・美建工業美建工業美建工業美建工業((((株株株株))))    ・・・・((((株株株株))))高森工業高森工業高森工業高森工業    馬場工業馬場工業馬場工業馬場工業((((株株株株))))・・・・北斗電機工業北斗電機工業北斗電機工業北斗電機工業((((株株株株))))・・・・((((有有有有))))ハイテックハイテックハイテックハイテック・・・・東洋建設東洋建設東洋建設東洋建設((((株株株株))))・・・・((((株株株株))))ユキユキユキユキ建設建設建設建設・・・・大成工業大成工業大成工業大成工業((((株株株株))))    ((((株株株株))))藤原木工所藤原木工所藤原木工所藤原木工所・・・・光和物産光和物産光和物産光和物産((((株株株株))))・テラル・テラル・テラル・テラル((((株株株株))))・・・・((((有有有有))))アド・アールアド・アールアド・アールアド・アール濱田濱田濱田濱田・・・・((((株株株株))))ラックスラックスラックスラックス    ((((株株株株))))松誠園緑地建設松誠園緑地建設松誠園緑地建設松誠園緑地建設・・・・((((有有有有))))平木石材店平木石材店平木石材店平木石材店・・・・いぐちクリニックいぐちクリニックいぐちクリニックいぐちクリニック                                （敬称略 順不同）   ご支援ありがとうございます。ご寄付頂きました支援金は有効に且つ大切に使わせていただきます。    ★グリーンラインを愛する会の案内専用電話        【【【【    084084084084－－－－971971971971－－－－4062406240624062    】】】】     



 
     
9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         

グリーンラインをグリーンラインをグリーンラインをグリーンラインを愛愛愛愛するするするする会会会会のののの誓誓誓誓いいいい     私達私達私達私達はははは    地域地域地域地域のののの環境環境環境環境のののの保全保全保全保全とととと活性化活性化活性化活性化のののの責任責任責任責任はははは                    またまたまたまた、、、、私達私達私達私達はははは官民協働官民協働官民協働官民協働のモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとしてのモデルケースとして    私達住民私達住民私達住民私達住民にあることをにあることをにあることをにあることを自覚自覚自覚自覚しししし、、、、                                            行政行政行政行政とのよりとのよりとのよりとのより良良良良いいいい関係作関係作関係作関係作りをりをりをりを目指目指目指目指しししし、、、、    行政行政行政行政・・・・企業企業企業企業・・・・各種団体各種団体各種団体各種団体とととと協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら                    おおおお互互互互いのいのいのいの立場立場立場立場をををを尊重尊重尊重尊重しつつしつつしつつしつつ    おおおお互互互互いにいにいにいに支支支支えあいえあいえあいえあい助助助助けけけけ合合合合ってってってって    そのそのそのその役割役割役割役割をををを果果果果たすことをたすことをたすことをたすことを誓誓誓誓いますいますいますいます                                安全安全安全安全でででで    豊豊豊豊かなふるさとかなふるさとかなふるさとかなふるさと福山福山福山福山をををを作作作作ることをることをることをることを誓誓誓誓いますいますいますいます        

                                                  2017 年 9 月 20 日発行                                                 編集発行                                                         グリーンラインを愛する会                                                     〒721-0958                                                 広島県福山市西新涯町 2 丁目 21-47-4                                      
                                                      TEL・FAX  084-953-4004 

ｈｔｔｐ：//ｇｒｅｅｎｌｉｎｅ251.com/                     E-mail  info@greenline251.com 
 



                           グリーンラインを愛する会会報 Page２         
    ～～～～おおおお知知知知らせらせらせらせ～～～～    

10101010 月月月月定例会定例会定例会定例会        10101010 月月月月 8888 日日日日((((日日日日))))  9:00 管理基地集合      予定作業：：：： 沿線の草刈など     有志有志有志有志のののの集集集集いいいい        9999 月月月月 24242424 日日日日（（（（日日日日）））） 9:00 管理基地集合      ＊昼食・飲み物など各自ご用意ください。      定例理事会定例理事会定例理事会定例理事会        10101010 月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金）））） 9:30～  事務局                                                      
    
  堂々川堂々川堂々川堂々川のののの彼岸花彼岸花彼岸花彼岸花       堂々川ホタル同好会の方々が、県内一を目指して植栽を続けておられる「彼岸花」が咲き始めて います。 種類が豊富で、今年は 18万本・花色は 17色が楽しめそうだとか。                  グリーラインの後山園地西の谷にも「彼岸花」を植栽しています。 観賞にお出かけください。     
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         
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9999 月定例会月定例会月定例会月定例会      9 月 10 日（日）、定例会の天候は晴れ、どこかに秋を感じられる日ではありましたが、作業中は やはりまだまだ厳しい暑さでした。 参加者は９名。ミーティングの後、さっそく第一現場の「ファミリーパーク南駐車場」へ移動。 しばらく草刈りをしていなかったので大変な草の量です。 第二現場は、洗谷出入り口から約８㎞の「一本桜駐車場」、車数台しか入らない小さな駐車場です。 しかし、草はものすごい状態ですし、斜面は灌木も伸びていました。 全部をやるには時間不足でしたが、それでもさっぱりし、仙酔島や鞆の街が見えるようになりました。 今月の昼食は「ソーメン」と「おにぎり」でした。ご覧のようにソーメンが見えないほど具だくさん。 20 把も湯掻いたのにそれがほとんど見えない。 薬味も生姜に、ニラにネギに茗荷・・・「これでもか」というこだわりが見えます。 おにぎりも今回は手作りです。塩は藻塩です。 食事前にちょっとしたアクシデント。『蜂』です。 すぐそばに巣がありました。緊急駆除作業をし、やっと昼にありつけました。 皆さん「もうダメ！」と言いながら頑張ってくださいました。                                     before  → → → after 
山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練山岳救助訓練      9 月 12 日、消防局による山岳救助訓練が後山園地で始まりました。 この日は天候不良でヘリが飛ばせなかったため、地上での訓練だけでした。  雨で滑りやすい山の急斜面での救助・搬送訓練を見せていただきました。  日頃からこうした備えがあってこそ、いざというときに迅速な救助ができるわけです。         
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