




浜松山里いきいき応援隊 畑友恵（ はたともえ） 053-922-0013（ 天竜区役所 区振興課）

横川ほっとだより 第2 号

2020 autumn 

こんにちは！山里いきいき応援隊の畑友恵（ はたともえ） です。横川へ引っ越してき

て、 １ ヶ月が経ちました。先月に続いて第 2 号の「 横川ほっとだより 」 です。今回

は、横川に来て私が感じていることや、驚いたことをご紹介したいと思います！

その１ ： 方言が地元の岐阜県と似ている？！

「 ～ら？」（ 標準語でいう 、「 ～でしょ？」） → 岐阜弁「 ～やら？」

「 だもんで」（ 標準語でいう 、「 だから」） → 岐阜弁「 やもんで」

… という具合に、少し似ています。おかげで、親近感が♪
でも、「 がんこ」（ 標準語「 すごく 」「 とても」） は分からなかったですし、他にもまだ

知らない方言があるかもしれないので、その時は教えてく ださい(^ ^ ) 

その２ ： 季節を感じられる

やっぱり自然が豊かなことが、横川に限らず天竜区全体の

素敵なところだなあと、住んでみてすごく 感じています。

山、川、鳥や虫の鳴き声、季節の花… 夜は静かで暗く 、朝

が清々しいのも良いです。

いっぷく 処横川に地元の方々が毎朝のように季節の食材を持ってき

てく ださるのも、旬を感じられて、 とても豊かだと感じています。

※（ 活動のひとつとして、いっぷく 処横川でお手伝いをさせていた

だいています。）

回覧



その３ ： 人が温かく 、 ゆったりしている

引っ越してきて不安な私に、近所の皆さんが口を揃えて「 何かあったら遠慮なく 声か

けてね」 とおっしゃってく ださいました。いっぷく 処横川でも「 少しずつ覚えたらい

いでね」 と、優しく 教えてく ださいます。何よりも、他所から来た私を温かく 受け入

れてく ださったことが、本当に、ありがたいです✿ 横川を中心に、天竜地域を盛り

上げられるよう 、山いき隊としてできることをしていく ことが、恩返しになったら嬉

しいです。地域のことをもっと知りたいので、色々教えてく ださい(̂ ^ ) 

以上、横川で１ ヶ月過ごしてみて感じたこと・ 驚いたことでした！

News

▧道の駅いっぷく 処横川が、全国ネッ ト で紹介されました！
10月 3日、午前 8:00～放送の「 朝だ！生です旅サラダ」 にて、熊谷真実さんの浜松

旅の中で、いっぷく 処横川が紹介されました！ 祝＊全国放送！！

▧11月 3日～11月 23日は産業まつり！

いっぷく 処横川では、店頭販売に加えて、冷凍のコロッケやおはぎ、草もちを通販し

ます。他にも天竜区の様々な出展者さんがいらっしゃいます。 10月頭の回覧に挟ん

であった「 北遠秋まつり山の宝展お宝ガイドブック」 を、ぜひご覧く ださいね。

Instagram更新中です！

山いき隊としての個人アカウント

@tenryu_kurashi 

いっぷく 処横川のアカウント

@ippuku_yokokawa 







浜松山里いきいき応援隊 畑友恵（ はたともえ） 053-922-0013（ 天竜区役所 区振興課）

横川ほっとだより 第4 号

2020 winter 

こんにちは！山里いきいき応援隊の畑友恵です。第4号の横川ほっとだよりをお届

けします♪ ところで、 この「 横川ほっとだより」 のタイト ルの由来なのですが…
由来① 横川といえば、道の駅いっぷく 処横川ですよね。“ほっと ”いっぷく できる場

所だなあというイメージから、「 ほっと」

由来② 私が住んでいる横川を中心に、 天竜の旬のニュースをお届けしたいという

思いを込めて「 ホット （ Hot）」

この2つの意味をかけて「 ほっと」という言葉を入れよう と思いました。あとは「 ニ

ュース」「 レター」「 通信」 などの言葉の中から、横川の人たちの優しく てあたたかい

雰囲気に一番合う と思った「 便り」 を選んで、やわらかい雰囲気のひらがなで「 横川

ほっとだより」 という タイト ルにしました。

食べたことはあっても作ったことはなか

った干し柿。ありがたいことに、渋柿のお

すそ分けをいただき、干し柿の作り方も教

わったので、初めて自分で作ることに挑戦

しました！

今まで和菓子屋さんで買って食べていた

ものよりも柔らかく て、 びっく り！帰省したタイミ ングで家族にも食べてもらった

ら好評でした♪ 美味しく できて良かったです。

回覧

初めての干し柿作りに挑戦！



子どもたちと一緒に 日本の文化と自然に触れる体験

春野にある山の村にて、 街から来た小学生の林間学校のスタッフとして山いき隊

も参加させていただきました。

子どもたちはまず、高杉地区で地図を見ながらお家を回って、地域の方にお話を聞

きました。私もときどき混ぜてもらってお話を聞いたのですが、古いお家の柱や壁が

黒いのは、煤（ すす） が理由だということを初めて知りました。しかもその煤によっ

て虫除けができ、 家も長持ちすると聞いて驚き！立派な歴史ある建物が今も残って

いるのには、ちゃんとした理由があるのですね。

そして午後からは木こり体験！子どもたちもノ コギリを引いて木を切る体験をし

ました。最終的には、プロの木こりさんが電動ノコギリで木を倒す様子を、安全な場

所から見学。私も間近で見るのは初めてで、良い体験をさせていただきました。倒れ

た切り株の年輪を数えたり、おがく ずを「 かつお節みたいだ！」 と言って触ったり。

小学生のう ちにこう した自然や日本の文化に触れる経験ができるのは、 とても大切

なことだなあと感じました。

Instagram更新中です！

山いき隊としての個人アカウント いっぷく 処横川のアカウント

@tenryu_kurashi @ippuku_yokokawa
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浜松山里いきいき応援隊 畑友恵（ はたともえ） 053-922-0013（ 天竜区役所 区振興課）

横川ほっとだより 第5 号

2020 winter 

こんにちは！山里いきいき応援隊の畑友恵です。第5号の横川ほっとだよりをお届

けします♪ 色々あった 2020年もいよいよ終わりに近づいていますね… （ 早い！）

私にとっては、 コロナだけでなく 、住む環境も仕事も変わり、変化の多い 1 年でし

た。地域の皆さんのおかげで、横川での生活にもようやく 慣れてきました。本当にあ

りがとうございます。皆様どうかお体に気をつけて、良いお年をお迎えく ださい。

竜川をめぐりました♫
こちらに引っ越してきて約 3 ヶ月、行ったことのない場所がまだまだあるので、少

しずつ足を運んでいます。今月は竜川のあたりへ行く ことが多かったので、私なりに

ご紹介したいと思います。

回覧

夢のかけ橋
「 まぼろしの佐久間線」

と書いてある通り、 ここ

は鉄道が走る予定だった

そう 。現在は歩道橋とな

っており、船明ダム湖の

上を渡ること ができま

す。良い景色！

道の駅天竜相津花桃の

里から橋へ上がること

ができます。近く の花桃

ガーデンには、先輩隊員

加納さんが飼育する可

愛いヤギちゃんも♡



Cafe de clark 

Instagram更新中です！

山いき隊としての個人アカウント いっぷく 処横川のアカウント

@tenryu_kurashi @ippuku_yokokawa

さらに奥へ進み小道を登った先にある古民家カフェ。

春野町へ形を変えて移転するそうで、 ここでの営業

は2月まで。日当たりの良い素敵な場所でした。

ト マト ソース

パスタをいた

だきました。

唐辛子が効い

て美味しかっ

たー！

ほう じ茶豆乳

ラテと さつま

いもプリン♡

店主さんこだわりのコーヒーと、美味しいデザート が

いただけます。こちらも坂の上にあり、日当たりがよ

く 落ち着く 場所でした。静かにぼーっと、美味しいコ

ーヒーを味わいたい方におすすめです。

店内には手作りのスピーカーから

お洒落なジャズが流れています。

天竜珈琲焙煎所 Nel Cafe Miles Tone

それでは、 2021年も良い年になりますように！良いお年をお過ごしく ださい✩ 



浜松山里いきいき応援隊 畑友恵（ はたともえ） 053-922-0013（ 天竜区役所 区振興課）

横川ほっとだより 第6 号

2021 winter 

あけましておめでとうございます。山里いきいき応援隊の畑友恵です。本年もよろ

しく お願いいたします。新年１ 発目、第6号の横川ほっとだよりをお届けします！

“はるみ”の収穫をしました！

12 月、いっぷく 処横川に、主にみかんなどの柑橘を出荷されている“たわわや”さん

の畑におじゃまして、“はるみ”という品種の収穫をお手伝いさせていただきました！

はるみは香りが高いのが特徴だそう で、収穫中も良い香りに包まれながらの作業で

とっても癒されました♪

たわわやさんの柑橘類は、道の駅いっぷく 処横川や花桃の里、浜北のスーパーこでら

さんなどでお買い求めいただけます(*^^*) とっても美味しいので、ぜひどうぞ✩ 

Instagram 更新中です！

回覧

山いき隊としての個人アカウント いっぷく 処横川のアカウント

@tenryu_kurashi @ippuku_yokokawa



浜松山里いきいき応援隊 畑友恵（ はたともえ） 053-922-0013（ 天竜区役所 区振興課）

横川ほっとだより 第7 号

2021 winter 

こんにちは。山里いきいき応援隊の畑友恵です。梅の花が咲いたり、いっぷく 処横

川にふきのとうが並び始めたり、だんだん春らしく なってきましたね。横川での初め

ての春、楽しみです(^ ^ ) それでは、第 7号の横川ほっとだよりをお届けします！

アマゴの放流会が行われました！

２月７日（ 日）、いっぷく 処横川の施設「 にょきにょき」 前の川辺にて、アマゴの稚

魚の放流が行われました。「 川と湖をきれいにする市民会議」 の呼びかけで、ご家庭

で卵から育てたアマゴの稚魚を放流しました。放流の後には川に住む生き物を捕ま

えて解説を聞く など、自然に触れる体験ができる素晴らしい１日でした。

会の終わりには、「 にょきにょき」 のお母さん特製の具沢山な豚汁が振る舞われ、お

かわりする方も♪ このイベント は毎年２月に行われているそうで、今年は感染対策
に配慮しながら実施することができました。

回覧

山いき隊としての個人アカウント いっぷく 処横川のアカウント

@tenryu_kurashi @ippuku_yokokawa

興味津々な親子
川に住む生き物の解説

こんな風に川の水に馴染

ませながら放流しました。

✿ Instagram 更新中 ✿



浜松山里いきいき応援隊 畑友恵（ はたともえ） 053-922-0013（ 天竜区役所 区振興課）

横川ほっとだより 第8 号

2021 spring 

こんにちは。山里いきいき応援隊の畑友恵です。今回のお便りは、道の駅いっぷく

処横川で販売されている商品作りの裏側２ 本立てです！普段はただただ美味しく い

ただいているだけでしたが（ 笑）、裏側が分かるとより一層価値やありがたみを感じ

られるようになりました…！それではさっそく どうぞ～！

地元のお母さんたち手作りコロッケ

いっぷく 処横川の名産といえば、原木椎茸！そんな

椎茸をふんだんに使った「 椎茸コロッケ」はご存知

でしょ う か？実は私が初めていっぷく 処横川に来

て食べたのが、この椎茸コロッケでした。あまりの

美味しさに感動＆驚いたのを覚えています…！
この日は 3 人でおよそ 150 個ものコロッ

ケを作りました。中に入れる椎茸や人参を

切って煮るのも、熱々のじゃがいもの皮を

むいてつぶすのも、コロッケの形を作るの

も、かなりの量です。じゃがいもの中に細

かい炒め玉ねぎが混ぜられていることも、

知らなかったので驚きました。お母さんた

ちは一つひとつ全て丁寧に、かつ手際よく 作業しておられて、本当に手間暇をかけて

作られているんだということがよく 分かりました。まだ食べたことのない人は、ぜひ

この機会に食べてみてく ださいね。優しく 、 風味豊かなコロッケです(*^ ^ *) 

回覧

手際良く 衣をつけていく お母さんたち



浜名湖のほとりで干し芋作り

いっぷく 処横川に出荷されている、 手作りの干し芋はご存知でしょ うか？紅はるか

と人参芋の２ 種類で、 とても美味しく て大人気なんですよ♪ その干し芋を作ってい
る渡辺さんのところへおじゃましてきました！

ご夫婦で協力して、丁寧に作られていました。浜名湖の近く にお住まいなので、風が

よく 吹き、干し芋作りに適した環境だそうです。市販の干し芋と比べると、食感もや

わらかく 、さつまいも本来の味がすると私は感じました(*^ ^ *) もうすぐ春、時期的

にそろそろ干し芋も終わりかも…？気になる方はお早めにどうぞ♪

山いき隊としての個人アカウント いっぷく 処横川のアカウント

@tenryu_kurashi @ippuku_yokokawa

✿ Instagram 更新中 ✿

１ ． 窯でさつまいもをゆでます。 ２ ．ゆで上がったさつまいもの皮を一つひとつ

むきます。

３ ． 全部むけたら、 厚めに切ります。 ４ ． 干して約10 日で完成！！



浜松山里いきいき応援隊 畑友恵（ はたともえ） 053-922-0013（ 天竜区役所 区振興課）

横川ほっとだより 第9 号

2021 spring 

こんにちは！山里いきいき応援隊の畑友恵です。ついに本格的な春がやってきまし

たね！梅、花桃、桜、たんぽぽなど、あちこちに花が咲いていて、歩く だけでも楽し

く なります(*^^*) 

さっそく 二俣城趾や鳥羽山公園に行ってみた

ら、早咲きの桜が満開でした！これを書いている

のが3月末なので、回覧がまわる頃には、きっと

見頃を迎えているのではないでしょうか。

アクセサリー作りのワークショ ップを開催しました！

3月 7日（ 日）、天竜区二俣にある“KISSA&DINING山ノ舎”というカフェで、ヘアゴ
ム作りのワークショ ップを行いました！ 押し花やドライフラワー、キラキラの飾り

などから好きなものを選んで、自分だけのオリジナルのヘアゴムを作りました。参加

してく ださったみなさん、 とても素敵な作品を作ってく ださいました♪ 第２回も検
討中ですので、ご興味のある方はぜひご参加く ださい。

回覧

完成したみなさんの作品！どれも素敵！ どのお花にしようかな？



原木椎茸の菌打ち

2月末から原木椎茸の菌打ちが始まりました。例年これく らいの時期に行うそうです。

私も、人生で初めての菌打ちに挑戦しました！ 菌（ コルクのような形のもの） を、

ト ンカチでひたすら打ちました。想像以上に体力のいる作業で、初日は半日でバテて

しまいました（ 笑）これが本来は、木を切って運び、菌を打って、並べるところまで、

全部人の手でやるんだから…本当にすごいです。おかげで美味しい椎茸を食べるこ
とができているんだなあと、改めてありがたみを感じました。

山いき隊としての個人アカウント いっぷく 処横川のアカウント

@tenryu_kurashi @ippuku_yokokawa

✿ Instagram 更新中 ✿

菌の大きさに合わせた穴を開けます

そこに菌を入れてト ンカチで打ちます 埋め込んだところはこんな感じ！

これが椎茸の菌！






