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まとめて
面倒みるぜ！

新 年号として 地域の皆さまへ「 協 力 隊 」と「しただ 塾 生 」よりご 挨 拶 で す 。

お

大滝 雄斗
２０１５年７月から
協力隊として下田地域で活動中

じ

新年のご挨拶

あ

あけましておめでとうございま
す。おかげさまで楽しく過ごさせ
てもらっています。今年も仕事と
地域行事と頑張ります！ 昨年は
少しだけ篠笛が吹けるようにな
りました。本年もどうぞよろしく
お願いします！

2017 年の抱負

2017 年の抱負

昨年から実施している芋焼酎プロ
ジェクトを始め 、本年はこれまで
皆さんにご協力いただいてきた
ことを成功させ、下田地域の活性
化を目に見える形で残したいと
思います。昨年同様ご指導の程よ

下田の自然を活用したスポーツ合宿
は関東から４団体約150人が参加。
今年は10 団体 500 人参加を目指し
ます。また、下田唯一の少年サッ
カークラブ、
『下田ファンタジスタ』
運営も開始。今は全学年合わせて
も部員は 13 人と、試合をするのも
一苦労ですが、今後下田活性化の
シンボルとなるよう育てます。

ろしくお願いいたします !

会津 泰成
２０１５年９月から
協力隊として下田地域で活動中

新年のご挨拶

れ

あけましておめでとうございま
す。昨年は地域の皆様の支えも
あり、無事に一年過ごすことが
出来ました。ありがとうござい
ました。どうぞ今年もよろしく
お願いいたします。

2017 年の抱負

芦田 仁
２０１６年４月から
協力隊として下田地域で活動中

な

永井 篤志
２０１６年１０月から
協力隊として下田地域で活動中

新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございま
す。
下田で二度目の冬を迎えました。
昨年冬は自分の身長以上に積もった
雪に圧倒されました。でも今年は大
丈夫！除雪機の扱い方も慣れたので
機械を動かすのが今から楽しみで
す！今年もみなさんとたくさん交流
が持てればと思います。

昨年はサッカー教室開催や、小
学校の巡回授業を行いました。
そのおかげか、子供達に顔を覚
えてもらえるようになり、会う
といつもいじられます。今年は
地域の大人の方たちにも顔と名
前を覚えてもらえるように頑張
ります！

新年のご挨拶
下田のみなさま、あけましておめで
とうございます！初めての下田の冬
を堪能しています。豪雪地での生活
が初めての私も無事年を越すこと
ができそうです。今年も私たちの活
動を温かく見守ってくれたらと思
います。よろしくお願いします！

2017 年の抱負

鈴木 麗
２０１６年５月から
協力隊として下田地域で活動中

新年のご挨拶

み

新年明けましておめでとうござ
います！下田に来まして３か月
が経ちましたがまだまだ知らな
い事が多いので良いところを多
く見つけ県外の人にアピールし
ていきます！

サイクリングイベント、
工作教室に
料理教室 … 去年はがむしゃらに、
この地域の資源を活用できる企画
を立ち上げていきました。今年も
引き続き下田のことを勉強しつつ、
地域の方の声や要望に耳を傾けて
自分ができることを模索していき
たいと思います。

新年のご挨拶
下田にきて 3 か月が経ち、みなさ
んのおかげで生活にもだいぶ慣れ
てきました！毎日美味しい野菜を
食べられて健康にもなり、そし
てどんどん太っております（笑）
田中を見かけたらぜひ声をかけ
てください！今年もよろしくお
願い致します。

2017 年の抱負

2017 年の抱負

昨年は３か月という短い間でし
たがサッカーを通じて子供達と
ふれあう事が出来ました！自分
に出来る事はまだ多くあると思
うので１人でも多くの子供達が
笑顔になれる様に精進して行き
ます！

本年度は「下田って面白い！」を
テーマに県内外から多くの人々が
興味を持つような観光イベントや
ツアーを作り「関係人口」を増や
す取組を行いたいです。下田・他
地域の人々を繋ぐ連鎖が地域活性
化になると考えています。皆さん
の力を貸してください！

田中 美央
２０１６年１０月から
協力隊として下田地域で活動中
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新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
昨年４月から移住して、春は新緑
を眺め、夏は川遊びを楽しみ、秋
は 360 度の紅葉に感動し、
そして
一番キビシイと言われる冬を味
わっております。今年も皆さま、
どうぞよろしくお願い致します。

第 12 号

（月刊）

ぐ

息子３歳時

2017 年の抱負

2017 年の抱負

昨年を漢字一文字で表すなら
「地」
。

昨年は手探り状態が続いていま
したが、周囲の方達から様々な
ご協力を頂き、人と人との繋が
りが出来てきました。本年はこ
のベースを活かし「下田の魅力
を発信する仕組み」を制作する
ことで下 田の知名度 UP に貢献
したいです。

しただの地に来て、地域の方に支
えられ、この地を知り、ここが地
元になる。
今年の抱負を表すなら

山口 みさ子
２０１６年４月から
協力隊として下田地域で活動中

新年のご挨拶
皆さん、
明けましておめでとうご
ざいます！４月から家族３人で
下田に移住し、無事に新年を迎え
ることができました！小学１年
生の息子は下田に来てから見違
える程に逞しくなりました。本
年もよろしくお願いいたします。

「蒔」
。地域の皆様に健康と元気を
「蒔」き起こしていきたいと思い
ます。

山口晃３歳時

山口 晃
２０１６年４月から
協力隊として下田地域で活動中

１０月から下田に滞在しているしただ塾生です。

ひ

佐藤 光
２０１６年１０月から下田地域に
滞在。第 1 期しただ塾生

よ

山本 洋平
２０１６年１０月から下田地域に
滞在。第 1 期しただ塾生

制作・連絡先

新年のご挨拶

な

新年明けましておめでとうござ
います。去年の 10 月の終わりか
ら下田にやって来て、早 2 か月。
楽しい日々を過ごせた感謝の気
持ちと、残り 2 か月も下田の皆
様との出会いを楽しみにしてい
ます。よろしくお願いします。

新年のご挨拶
あけましておめでとうございます！
去年の10月から始まりました、し
ただ塾も折り返しを過ぎました。
2月の卒業時には目標である「仕事
をつくる」を実現するため、残りの
塾生生活も全力で頑張ります！今
年もどうぞよろしくお願いします。

2017 年の抱負

2017 年の抱負

4 か月というわずかな期間です
が、塾生が来たことにより下田
が少しでも活気つくキッカケに
なるよう毎日を大切に活動した
いです。どんどん面白いことし
ましょう。ご協力のほど、よろ
しくお願い申し上げます。

今年は酉年ということで、五十
嵐川のハクチョウのように子ど
もから大人まで愛される男にな
りたいです。また、しただ塾で
学んだことを活かしながら、C級
コピーライターとしての仕事も
つくっていきます。

濱本 尚也
２０１６年１０月から下田地域に
滞在。第 1 期しただ塾生

新年のご挨拶

く

皆さん、明けましておめでとうご
ざいます！10 月から下田に来て
元気に新年を迎えることができ
ました。ご近所の方にも親切に
してもらいながら、楽しく過ご
すことができています。今年も
よろしくお願いします。

新年のご挨拶
新年あけましておめでとうおめで
とうございます。下田で生活して
早いもので 2 か月が過ぎました。
しただ塾生として過ごす残りの2
か月はみなさまと深く交流できる
よう力を尽くします！どうぞよろ
しくお願い致します！

2017 年の抱負

2017 年の抱負

下田に来た当初はわからないこ
とばかりで戸惑うことも多かっ
たですが、多くの方の支えもあ
り下田での生活にも慣れてきま
した。これからも下田のことを
もっともっと知りたいと考えて
います。よろしくお願いします。

12 月は下田の児童を対象にクリ
スマスイベントを企画致しまし
た。本年はよそ者の私たちが見
つけた下田の魅力を発信できる
イベントの開催を計画中です。
みなさまからお力をお借りでき
るように全力で走ります！

須藤 久瑠美
２０１６年１０月から下田地域に
滞在。第 1 期しただ塾生
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