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新年のご挨拶
鳥取県土地改良事業団体連合会

会長木村肇

、

年頭にあたり、謹んで新春のお慶びを申し上げます一

会員並びに農業農村整備関係者の皆様におかれましては、穏やかな新年を迎えられ、益々ご健勝

でご活躍のこととお慶び申し上げます,また、平素より本会の運営並びに農業農村整備事業の推進

については、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます一,

さて、本県の農業・農村は、皆さんもご承知のとおり、農家の減少、農家の高齢化、担い手不足、耕

作放棄地の増加、土地改良施設の老朽化などたくさんの課題を抱えていますが、今、まさに大きな

転換期をむかえています一

農業・農村は、食料供給はもとより多面的機能を有していることから、農家だけではなく都市住

民も一緒になって農業・農村の将来を考えることが必要であり、各ニヒ地改良区においても、農地中

間管理事業の活用等により担い手の確保を図りながら、担い手の営農形態に即した農村基盤の改

良や用水管理に関わっていく重要な時期になっています

この様な状況を踏まえ、国においては、平成29年9月土地改良法等の一部を改正する法律が施

行されました、それによれば、要件達成が前提ではありますが、農地巾間管理機構が借り入れてい

る農地について、農業者からの申請によらず、都道府県が農業者の費川負担や同意を求めずに基盤

整備事業を実施できる制度となりました

いずれにしても、行政、」二地改良区や地域住民が一体となって、地域の将来ビジョンを描くこと

が必要であり、各地で様々な取り組みが始まっています

咋年の「美しく豊かなむらづくり大会2017」では、その一例として、L地改良区、営農法人、多面

的活動組織が一体となって取組んでいる事例をご紹介致しました.、地域を守ること、それを多くの

団体が取り組むことで、国土を守ることに繋がっていきます.そのためにも、土地改良区や一1:地改

良施設の存在意義を理解いただき、お互いに支えあい、地域貢献していかなくていけません、

また、会員相互に親睦を深めるとともに、農業・農村の振興のため、自らも棚鑑しモチベーショ

ンを高め、水L里資源の大切さを広報したり、施策への提案・反映や女性の活躍の場づくりなどに

取組んでいくことが必要であります咋年、この目的に沿って「とっとり水土里の女性会」も設立さ

れ、活動を始めています。

本会は、農業・農村構造の変化及び課題に迅速に対応すると共に、農業・農村の広報活動や各地

域における必要な対策等について、会員の皆様と連携した活動を行って参りたいと考えておりま

すので、引き続きご支援、ご協力をお願いいたします.

最後に、会員並びに農業農村整1庸関係者の皆様のご健勝とご活躍を祈念し、新年のご挨拶といた

します。
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新年のご挨拶
鳥取県農林水産部農地・水保全課

課長島崎俊宏

新年明けましておめでとうございます・

昨年は、一昨年の鳥取県中部地震からの復旧・復興の途1'.の最巾、台風18号及び台風21号と度

重なる激甚災害に指定される程の甚大な被害に見舞われました被災されたノ∫々には心からお見

舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧が出来ますよう、県としましても支援して参ります一

さて、国の新年度の農業農村整備事業予算については、平成29年度補iFl予算と合わせて5.800億

円が確保され、前年度と比べ28億円増と伸びましたが、その一方で全国的に整備要望が多く、これ

からも予算不足の状態が続く見込みですこのような中で、今後国予算の優先配分を受けるために

は基盤整備による!1i'業効果、即ち「高収益f乍物への転換」や「農地集不1〔による牛産コスト削減」等に

よる農家所得の向ヒが求められます県としても事業効果が発現できるよう、地域の営農プラン策

定等に積極的に関わっていくとともに、今年は次の2点について重点的に取り組みます

1)土地改良法改正によって創設された事業への対応

咋年改1Eされたi.地改良法により、ll農地1-1」問管∫III機1・iiiltが借り人れている農地を対象に、農業

者からの申「1肖によらず、県が農業者の費用負担を求めずに農地整備を実施できる制度、2ため池

等の耐震化や突発事故への対応について、農業者からのll【請によらず、地方公共団体が原則とし

て農業者の費用負担や同意を求めずに事業を実施できる制度、が創設されました県としまして

はこれらの新制度を活用できるよう推進に努めます

2)農業委員会、農地中間管理機構と土地改良事業との連携強化

農業委員会は、'ド成28イ1・の制度改ililにより「農地利川最適化の推進」、即ち1担い手への農地

集積、2{非作放棄地の発生防1Lと解消、3新規参人の促進、が最重要業務に位置付けられ、既に県

内の大半の市lll」'村で新体制のもとで活動されています、今後、農地利用最適化推進委員を1-1【心に

地域の話し合いが促進されて農地の貸し借りが加速化する巾で、基盤整備を必要とする場合が

多く想定されますまた、国の農業農村整備串業予算も{1三を追う毎に農地中間管理封匹業と辿携し

た基盤整備事業に亜点配分されています,このため、限られた予算を最大限に活川するために

は、農業委員会、農地中間管ナ11!機橘とL地改良事装関係機関とのより一層の連携強fヒが大り」です

最後に、本県の農業産出額は平成22年〔665億1」P以ll条イト々増加し、'ド成28年は764億IL]とな

りましたが、今後も産地力を強化し農業所得を高めていけるよう、農業農村整備皐涛定を通して本

県の農業振興に全力で取り紐んで参りますので、皆様ノ∫の御指導、御協力をよろしくお願いいた

します
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新年にあたって
全国土地改良事業団体連合会

会長二階俊博

平成30年の年頭に当たり、土地改良に携わる全国の皆様に、謹んで新年のご祝詞を申し上げます、

昨年もまた、多くの災害に見舞われましだ一7月には九州北部地方を中心として集中豪雨が、ま

た、8月には台風5号が和歌山県に上陸、9月には台風18号が鹿児島県、高知県、兵庫県に上陸しま

した,:さらに10月になって台風21号、22号と続けて発生し、沿岸部を中心に非常に大きな被害が

発生しました。これらの自然災害は、予期せぬ形で発生し、いずれも多大な被害をもたらしており

ます一被災された方々には心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧が出来ますよ

う、私どもとしても一体となって全力を尽くしたいと思います

さて、私は会長に就任以来、民主党政権時代に七割近く削減された状況であった予算をまずは復

活させようと、「闘う土地改良」の重要性を訴え、予算獲得に向け本気になって取り組んで参りまし

た・全国の皆様の大きなノJによって、平成30年度当初予算は328億円の増の4348億円、平成29年

度の補正予算を合わせると、5800億円と平成22年度の大幅削減を上回る水準となりました,一ひと

えに皆様方のご尽力の賜であると、心から感謝致します、.

また、i:地改良の代表を再び国会へ送り込むとの強い決意のもと、一昨年の参議院選挙では、見

事進藤さんが当選を果たされました,この選挙活動を通じて、地方のすみずみまで「闘う土地改良」

の精神が浸透したと実感いたしております、今後は、進藤さんの活動と連携して、更に一層の浸透

が図られるよう念じております、

今、全国の農業農村では、過疎化・i'tS齢化、担い手不足に加え、地域活ノ」の低下などの課題が[L[積

しております,また、コメなどを巡る先行き不安から、状況が一段と厳しくなっております、一方

で、全国で農業水利施設の老朽化が進行しており、食判生産の増大、非食料用米への転換に支障を

来すばかりでなく、国民の生命や財産にも多大な損害をもたらすのではないかと危惧されており

ます一

このような状況の巾、昨イ「の通常国会では改ll引地改良法が成立し、担い手への農地の集積・集

約の加速化に向け、農地中間管理機構と連携した新たな基盤整備事業を実施できる制度が創設さ

れました,また、防災・減災対策の強化や翔業実施手続の簡素化といった使い勝手の良い事業制度

も整えられました、

私たちL地改良担当者としましては、これら政府の動きと軌を一にして、これまで培ってきた技

術と蓄積された経験を活川し、「闘う⊥地改良」を活動の基本におきつつ積極的に貢献していくこ

とが重要であると考えており、加えて、水L里ネットが農業農村を守り、発展させていくことの重

要性について広く国民の皆様にアピールし、共感を得ていく努力が必要と考えます。皆様と一体と

なって取り組み、所期の成果が得られますよう、引き続き奮闘して参りたいと思います.

最後になりますが、本日、輝かしい年の初めに当たり、本年も農業農村が活力を得て、一層発展し

ますようご期待中し一Eげますとともに、本年が全国の皆様にとってよき年であり、H々健やかに過

ごされますようご祈念申し一ヒげまして、私の新年のご挨拶といたします
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新年あけましておめでとうございます、皆様方におかれましては、佳い年をお迎えのこととお慶

び申し上げます、

私も参議院議員として国政に参画して2回目の新年を迎えました。新年に当たり、常日頃からの

皆様のご協力とご理解に心より感謝申し上げますとともに、心を新たにして皆様のご期待に着実

に応えることができるよう努力してまいる覚悟です。

昨年も災害の多い年でした。7月の九州北部豪雨災害や秋田の洪水被害をはじめ各地で豪雨や

台風による被害がありました。被災された方々には心からお見舞い申しヒげますとともに、早期の

復IL卜復興に全力を尽していく必要があります一勿論、東日本大震災や原了・力災害への対応につい

ても、引き続きしっかりと対応していくことが重要です。また、気候変動に起因すると思われる豪

雨災害等が頻発していることを踏まえ、防災減災対'策の早期かつ着実な実施が喫緊の課題となっ

ており、各地域の実情や特性を踏まえて機動的に対応していく必要があります,一

土地改良にとって本年は、昨年に引き続き重要なイllとなります一/

まず米政策大転換元イトに対'する取組です「第一に、本年から国が米の生産数壁目標の各K「1道府県

への配分を廃止することに対する収組です本年からは、地方の再生協議会が独自に米の生産委嬉1'

1-1標を定めることになります,これに応じて、水1]【における飼料米、麦、大豆等のf乍イ寸けil標を定

め、市場動向等を睨みながら農家や地域の所1・1]確保の最大化に挑むことになりますこの挑戦が成

果として結実するには、水11-[の大区画化や施設管理の省力化等によるLl・産コストの削減を基本と

して、戦略作物(麦、大弔・:等)や高収益作物(野菜等)の生産に欠かせない排水改良等のL地改良が不

可欠であり、その役割は益々増大していきます第二に、米の直接支払交付金(10a当たり7500]iJ

の交付)が平成29年度限りで廃ILされることに対する取組ですこれに関しては、基本的にここ3

年の間で回復した米価の安定が最重要課題ですが、あくまでも一律の米価でなく、産地・銘柄ごと

に消費者の需要動向に応じた生産を行うことが大切です「不足している業務川米に対して低米価

で供給しつつ、更なる生産コストの削減を進め、総体として農家の所得が増加する取組が欠かせま

せん.これについても、ヒ地改良の果たす役割が極めて大きいものがあります、

そうしたpl-1で、水HI作、畑作双方とも生産コストの削減を徹底することが必要となりますが、そ

の削減分が農家の所得に確実に還元される仕組みの構築が重要となります.その一環として農家

負担の少ない土地改良事業の実施が挙げられます「事業実施1時の農家負担金を抑1倒するとともに、

施設管理時の農家賦課金を節減する⊥反組、これらは農家個々人の努力のみでは実現できないこと

であり、政策技術と現場技術の双方から、官民挙げてその知見を総動員する必要があると考えま

すこうした視点から、新たに制度化された農地中間管理機構が借り入れしている農地について農

業者の費用負担や同意を求めない基盤整f蒲事業の活川など、昨年見直された土地改良制度等を有

効に活川していく必要があります一

次に予算です。今年度補[ll予算でII↑'年に引き続き1.452億円の追加がなされ、曳に平成30年度当
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初予算政府案においても4,348億円(対前年328億円増)が計上され、補正と当初を合わせて5.800

億円を確保するなど着実に予算が回復してまいりました。これは、まさに「闘う土地改良」の成果で

ありますd,私は、再三強調していますが、補正予算は、基本的に予算不足による継続地区の工期遅延

を正常化する予算であり、当初予算は順番待をしている新規地区の早期の着工と完了に必要な安

定的な予算です。こうした予算の性格と現場の適応性を踏まえた的確な予算要請も重要だと考え

ています。いずれにしても土地改良は、政策目標を達成するための手段です。その手段が予算不足

により機能しなければ目標が達成できないのは自明なのであり、今後の予算要請に当たっては、目

標を明らかにしつつ、予算不足がもたらす目標達成への影響を分かりやすく訴えていくことも必

要と考えます。

往々にして課題の大きさと重さに伏し目がちになりますが、是非とも頭を上げ、目を見開き、微

笑みをもって前に進みましょう。どんな困難も一人でなく皆で立ち向かいましょう。私自身、今年

も引き続き「闘う土地改良」の先頭に立たせていただき、全力投球で皆様と一緒になって諸課題の

解決に向けて専心努力してまいる覚悟を新たにしているところです。本年が皆様にとってご家族

共々素晴らしい一年となりますよう心からお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします、

謹んで新年のご祝詞を申し上げます
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時i劃し《豊力聡茜嚢窃ぐり表会逡姻}7』鷹開催

12月13日(水)に「ハワイアロハホール」(湯梨浜町)にお

いて『美しく豊かなむらづくり大会2017』を開催しました,

本大会は、『農業・農村の礎である「水」、「土」、そして「里」

を守り、発展させ、活力ある農業・農村を次世代に引き継ぐこ

と』を目的に平成4年度から実施しており、本年度で26回〕

を迎えることが出来ました・

当日は、会員はもとより、多面的機能支払活動組織など440

名の多数の参加をいただき、また、中国四国農政局ヒ大田

次長、鳥取県農林水産部米lb次長、鳥取県農業会議一L場

会長、県内選出国会議員(秘書)のご臨席を賜りました 木村会長の開会挨拶

木村会長が「私たちは豊かな水・農地、美しい自然のむら、それを愛しながら、そこに住む人たちと

の絆をより深めて今[1に至っています今日の農業農村をみますと、特に中山間地域について、人ll

減少・高齢化そして担い手の不足で厳しい環境をむかえている、それぞれの地域での活ノJが低ドして

きている先人が残してくれた農業川施設・農地の維持管理が今後順調に進むのか心配である農業

の重要性や農村のもつ多面的機能について国民的理解をより深めなくてはいけない」と開会挨拶し

ました続いて、qlil・il7Llllri農∬女局一ヒ」〈]LI次長、,t箒取県農林水産部射t山次長からの祝辞をいただき

ました

引き続き、土地改良功労者表彰〔個人表彰)が行われ、永イトに1〔り一ヒ地改良に功績のあったjlヒ浩

北条水系ニヒ地改良区(前)理事長他15名のノJが表彰されました

【土地改良功労者一覧表】

■圏国匿■■躍■■躍羅
岩美町(前)町長

・[=-51v途

榎本武利北条水系土地改良区

6薩翻灘翻畷雛團
(前)理事長井一ヒ浩

大口堰土地改良区 理事 山下貞雄仙津土地改良区統括監事山下征夫

本高土地改良区 理事長 松尾正彦佐陀川右岸一ヒ地改良区理事 伊達厚美

智頭±地改良区 理事長 小林功米子市石州府土地改良区扇IJ理事長西澤道幸

大原土地改良区副理事長牧野和義大谷溜池士地改良区総括監事汐田樽

北谷土地改良区 理事 佐々木長男稲光井手土地改良区(前)理事長山根秀之

富海土地改良区 理事長 和泉薫中1⊥【町土地改良区理事長代理野口Ilill作

関金土地改良区筆頭理事笠原正記
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檀床会長の設立及び活動報告

続いて、本年度設立された『とっとり水土里の女性会』につい

て、檀床会長から設立及び活動内容の報告がありました、.檀床会

長は、「私たちは、7月20口に、土地改良区の職員及び鳥取県の職

員の皆さんの横の繋がりをもつため、そして次の世代につなげて

いくために立ち上がった。10月5口には米川土地改良区の土地改

良施設を見学、12月5日には土地改良区で行っている事務等につ

いての研修と意見交換を行った,来年度に向かっては、小柄な私

ですが女性会はもっと大きくなり、次の田:代へつなげていきた

い、」と決意:を報告されました.

その後、講演の部となり、最初に笹野ヒ地改良区八木理事長(さ

さ営農代表取締役、ささの夢を育む応援隊代表)から「土地改良

区の役割と地域連携について』と題して、講演を頂きました、八

木理事長から「笹野地区は農業の原点となる稲作を中心とした地

域であり、その水源を揖保川とし、関係者は笹野土地改良区を中

心に、一体連携して今に至っている,・維持管理については、多而

的機能支払金の農地維持活動で行っている,.」「農地1・1-1問管∫里事業

において、兵庫県では第一号で実施し、約85%の集積となった「」

と話をされました..

最後に「地域を守ることそれを多くの団体が取り組むことで、

国上を守ることに繋がっていく.

笹野土地改良区八木理事長

そのためには、地域の方々も一ヒ地改良区や営農糸1L合の存在意義、施

設の存在意義を理解して頂き、地元の米をはじめ食材を購入していただくなど、お互いに支えあい、

地域貢献していかなくては成り立たないtlそのために、今後も多くのことを地域へ発信しながら、共

に地域を守っていく所存です..」と高'われました

農業農村振興整備部会渡邉会長

続いて、農林水産省食料・農業・農村政策審1{義会農業農村振興空冬

備部会渡邉部会長(委貝)から『農業農村整備の方向と地域コミュ

ニティの役割』と題して、講演を頂きました渡邊部会長からは、

「'ド成27年3)1に閣議決定された『新たな食料・農業・農村基イま計

山』で、強い農業を作る産業政策とそれを支える地域政策を両Illl倫

として進めるというのが基本となっている、そして、「強い農業」

と「美しく活力のある農村」を創出していくことになっている.

これを踏まえて、土地改良長期計画が策定されている.ポイント

は、担い手を支援するための整備の在り方、農地中間管理機構の

システムの整備、そして、それらを支えるための集落の仕組み(維

持管理)です農村協働力とは、農村あるいは農村と都市の複数の⊥体が農村活性化のための目標を

共有し、自ら考え、力を合わせて活動したり、白治合意形成などを図る能力又は機能ということです・

皆さんが地域でやっておられること、そのものだと思います、どうやって力強いものにしていくのか、

どうやってもっと元気のいいものにするのかが課題となっている.」「人のつながりのある一ヒ地改良を

作っていくべきではないかと思っている.、」「農家と集洛と水利組織と一L地改良区について、対価だけ

ではない関係(システム)を作り、継続することが重要と考えています一と言われました.,

最後に、天E3副会長の挨拶で閉会となりました,害が降り、たいへん寒い中、多数ご来場頂き、誠に

ありがとうございました.
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平鵬鐙年度換地関係業務砥修会を開催

12月19日(火)水明荘(湯梨浜町)において、平成29年度換地関係業務研修会を開催致しました,こ

の研修は、換地事務に従事又は担当する県、市町村、土地改良区等の役職員、新規事業実施(予定)地

区の役員、換地委員(準備委員)、事業推進委員、農地の流動化を推進する団体の役職員及び土地改良

連合会の職員を対象に開催しており、今回は29名の参加がありました.

冒頭に水土里ネットとっとり山口局次長が「農地中間管理事業に起因した土地改良法の改正もあ

り、県内でも基盤整備事業が出始めています,換地は今後重要なポジションとなります。このような

酬修を通じて、スキルアップと情報収集につながれば一」と挨拶されました.

最初の研修では、鳥取県農地・水保全課原田課長補佐から『改正±地改良法について』講義がありま

した「ユ農用地の利用の集積の促進に関する措置⑨防災及び減災対策の強化に関する措置3事業実

施手続の合理化に関する措置の3つの柱で改正されている。そのうち、農用地の集積を加速度的に進

めるため、農地巾間管理権の設定を前提とされた事業が創設された」と言われました.

続いて、鳥取地方法務局大峠表示登記専門官から『表示登記について』講義がありました、大峠表

示登記専門官は、「公図、法14条地図とは、どのような図而であるか.不動産登記法、和紙公図から地

図情撮システムへの変遷を知ることは、正確な地図を作成するヒでも重要な知識となる,ヨと言われ

ていました

その後、水土畢ネットとっとり石川L地改良換地士から「換地計画書の作成について」講義があり、

最後の研修内容については、11寺間の,ll1S合により、事務),・1から要旨の説明で終わりました、

研修終j'後のアンケート結果では、「改正L地改良法後の基盤整備事業の情幸艮がほしい。」「農地中

間管理事業の利川による賦課金の滞納解汗1に非常に興味があります.」「換地計山書の作成について、

もう少し話を聞きたい」というご意見を頂きました

鳥取県農地・水保全課原田課長補佐 鳥取地方法務局大峠表示登記専門官

〈日程表〉

■■囹■■■■■■睡■■■■
13:20～13:25開会挨拶 水土里ネットとっとり

13:25～14:25 改正土地改良法について 鳥取県農地・水保全課

課長補佐原田泰一

14:25～15:25 表示登記について 鳥取地方法務局登記部門

表示登記専門官大峠茂樹

休憩(10分程度)

15:35～16:10 換地計画書の作成について 水土里ネットとっとり

土地改良換地士石川悟

16:10～16:30 換地関係業務に係わる異議紛争

処理事例について

ガ(土里ネットとっとり

土地改良換地士津中孝
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一農村の風景フォトコンテスト2017入選作品決定一一'・一一一r

11月6口(月)審査会を実施し、119点の応募の巾から優秀賞(特選、準特選)、山陰フジカラー賞、各

部門賞、佳作で15点の作品が選定されました本年度は、ネット上のフォトコンテスト募集サイトに

も募集要領を登録した結果なのか、県外からも8名募集がありました.

また、12月21El(木)には、表彰式があり、上位入選者6名が出席されました一表彰式後の懇談では、

撮影時の状況なり、普段掃影されている様了・などを伺うことが出来ました,,

璽陰「a"のzaM7tトコンテスト2°17

表彰式

ゆ、ll■7'・とトと1[

圏
ダ　　ロコロ　

繭 麺 臨瀬
魑騨

圓信顯田

表彰式後の記念撮影

以下が上位の入選者の作品です。

ぐ幾

特選

轟漏ご彫f晦:、1-1激一

『ブロッコリー収穫』

渡辺敏美 鞘・選鞭鴨
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山隆「自然に囲まれて』
フ'シク勘易野賞田中正義

農地1"水餌環二壌「アジサイを守る』
保全活動部'閂賀坂本秀隆

準特選
『ゆったり』

米原繁樹

魅軸鱒3酵～
農村景観・塞地改良r伝統のうぐい突き』

施設部閂葺谷口麗子

も塑ヴ誌一一　
_.♂り→一●磁"

児1童・生徒r疾走』
部門賞内田奏杜

〈お詫びと訂正〉

ヒ地改良だより第471号7ページに掲載の「会員1

おりです一お詫びして訂止します

【理事長の交替】

一/乏」の記事内に誤りがありました正しくは下記のと

土地改良区名前就任1」

1-1」ll醐'⊥地改良区江原宏昭天1島Ii召治'卜成29イ1・IO月1611
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'ド】友30で「工J-J 土地改良だより '月写472↓弓・

元気女子発見隊RealVoice 霧鱗購へ
今回は、北条砂丘土地改良区吉田かおり主任(とっとり水土里の女性会メン

バー)をご紹介します。

私が働いている北条砂丘土地改良区は、鳥取県のq⊃

央部にあり、北条砂丘は天神川下流の日本海に沿って

東西10km、南北「.5kmにわたって分布している海岸砂

丘です。北条砂丘では主にらっきょう、長芋、白ネギ、

ぶどうなどの栽培が盛んです。他にも、砂丘地ならでは

のおいしくて新鮮な野菜や果物がたくさん作られてい

ます。北栄町に来られた際は、是非食べてみて下さい。

ノ、
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ア
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早いもので、北条砂丘土地改良区に勤めて「8年になります。

小さかった3人の子供達も25歳、22歳、20歳になりました。

まだ2人は大学生なので完全には自立していませんし、悩みも

尽きませんがほぼ子育て終了です!

「ええ加減がいい(良い)カロ減」をモットーに母親、妻、嫁そし

て仕事と必死に駆け抜けてきましたが、気がつけば今年で50

歳。諸先輩の方々には、まだまだと叱られそうですが身体は疲

れてボロボロです。毎年の健康診断の所見欄には要検査、再検

査の文字が書ききれないほど載っています。

この辺りで自分の事もちゃんと考えようと思い、ずっとやり

たかったヨガに最近通い始めました。先生は「うまくやろうと

思わなくていいです～自分のできることをしましょう～～」と

やさしく言ってくださいます。もはや、人生の教言川のようです。

ヨガは呼吸が大切ですが、これがなかなか難しく、ポーズも泣

きたくなるくらい悲惨でしたが半年くらい経った頃から終わっ

た後、心も身体もスッキリして楽しくなってきました。肝心のヨガはまったく上達しませ

んが、自分自身と向き合える大切な時間です。「今日、ここにこうして来られたことに感謝

を。いつも頑張っている自分自身に感謝を。」と最後に先生が言われます。

皆さんも、日頃忙しくめまぐるしく過ぎていく日々の中で、ちょっと立ち止まって頑

張っている自分に感謝してみませんか～心がほっこりしますよ♪

〔次IIllは、大1【堰1地改良Lxイト菜文」tさんをこ紹介します}

編集後記

本格的な冬を迎えていますが、皆様も年度末に向けて、本年度のまとめの作業、

又、新たな年度を向かえる準備等お忙しいと思います。

新たな年となり、公私とも明るい話題が多い年になればいいな一と願うばかりで

す。水土里ネットとっとりが行う広報に関しまして、何かこざいましたら、何なり

と言って頂けたら有難いです。
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