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昨年に続き、今年もＪＡ庄原の牧原真吾さんを講師にお迎えし、
農産物栽培講座を開催しました。
連作障害とは
同じ作物を同じ畑で連作したと
き、連作に伴いその作物の収量・
品質が低下する現象のこと

土壌環境の悪化
→ 病原菌の発病力高くなる
→ 連作障害の発生

土壌いる微生物（約 70％は糸状菌（カビやキノコ類）
）
立枯病や根腐れ病、根こぶ病などの病原菌は糸状菌が多い
だけどすべての糸状菌が悪いわけではない

対策：有機物（たい肥など）
微生物増やす
土壌改良で健全な作物作れる
有機物が病害を抑える

＜ 気 を 付 け る こ と ＞
過剰（肥料）養分

有機物が 土壌の病害を抑制する
効果は作物によって異なる

→・根へのストレス
例：キュウリやトマトは軽減されやす
（根やけで養分吸収低下）
いが、大根や人参は多発する。
・作物抵抗性低下
（窒素過剰吸収で軟弱化） 微量要素（マンガン、ホウ素）の欠乏や
→病害虫に感染してしまう
過剰も作物の生育に関係している

まずは自分の土を知ることが大切‼その土にあった肥料を
ギターの芳山秀樹さん、
キーボードの大江久都さん、ウクレレの大江武芳さん
の結成 18 年 3 人組バンドで
す。3 人の演奏に合わせて、
春よ来い、ふるさと、それ
行けカープなど 10 曲をみん
なで大きな声で歌い、楽しい
演奏会でした。
講演会では、
「昨年も参加しとても勉強になった」
「肥料についてわかった」
「土のことが分かりやすかった」
「すごくためになったので忘れないようにしなくちゃ」 「春が待ち遠しい」
演奏会では、
「声を出して歌うことはよかった」 「リフレッシュできた」
「またシラガーズさんをお願いします」
などの声が参加者からありました
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茶柱家じゅん子さんをお招きして人権教室を
開催しました。第 1 部は腹話術による人権の
お話しでした。「人権」と聞くと難しく感じま
すが、相棒の警察官の「たっくん」と会話を聞きました。肌の色、点字ブロック、身体障害者マーク
のクイズでは正解と思うものに手をあげていました。詐欺については年間被害総額 390 億、4 人に
１人が被害にあい、１件当たり平均２６０万円の被害額だそうです。子どもから
「電話番号が変わった」と電話があれば詐欺なので気を付けましょう！！
堅苦しい事もなく笑いもありながら楽しくお話を聞くことができました。
最後に「笑う」ことは
大切で、こんな言葉を
教わりました

サポートで来られて
いた宍戸修治さんに
も演奏を聞かせてい
ただけました

第 2 部は堤正彦さんによるサックス演奏
でした。３種類のサックスをみんなが知
っている曲に合わせて演奏をしてくださいました。
最後の曲ではみんなで歌い、楽しい時間を過ごさせていただきました。
〇参加者の声〇
・腹話術がよかった、楽しかった
・人権について考える機会になった
・笑顔を忘れないようにする
（茶柱家じゅん子さんのお話しから）
・サックスの生演奏がよかった
・歌を歌ったり、話がわかりやすくてよかった
・ホッコリした時間を過ごせた
・みんなが参加でき、一体感があってよかった

第 3 部は茶柱家じゅん子さんによる手品と
南京玉すだれでした。手品では山野邊さん、南京玉すだれ
では大坂さんと松原さんも加わり、3 人の方にお手伝いを
していただきました。ありがとうございました。

２回にわたって行事へ参加をいただきありがとうございました。
生涯学習部員のみなさまには、会場準備や地域への講演会参加の
声掛けなどご協力を頂きありがとうございました。

上里原自治会

2 月 24 日土曜日に上里原老人会で、男性料理教室を行いました。
柳原老人会会長のもと、講師に社会福祉
協議会の坂口さんをお招きし、
ハヤシライス、温野菜サラダ、
チーズケーキを作りました。
女性の皆様にも美味しいと好評
でした。最後も男性で、食器も
洗い行事が終わりました。
参加者より
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今年度はＩ・Ｕターン者の困りごとの手助けを目的に高野のことが
わかる「たかの暮らしガイドブック」作成に取り組みました。10 月
に高野地域連絡協議会で I・U ターン者と高野町民の皆様にアンケートにご協力をいただきご
意見をお尋ねしました。その結果をふまえ、何度も会議を重ね、ようやく「たかの暮らしガイ
ドブック」が完成予定です。

移住定住 PJ 報告

４月５日発行の行政文書で
各戸配布します

※安心暮らしＰＪの平成 29 年度活動のまとめは
次号で報告させていただきます。

アンケート結果は別紙をご覧ください。（下高地域のみ）
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行 事 名
シモタカフェ

シモタカフェ
まるしぇ

開催日時

参加費

4 月 4 日水曜日

大人 200 円
こども無料

お茶を飲みながら幅広い世代で
高野の未来について話す会です
お気軽にご参加ください

―

道の駅たかので開催される
5 周年祭雪どけまつりにブース出店します
詳しくは 3 ページをご覧ください

－

場所:下高自治振興センター体育館
※出席が困難な方は委任状の
提出をお願いいたします

1,500 円
/月

パソコン操作の基礎＆応用
新年度受講者募集中です
詳しくはチラシをご覧ください

300 円/回

毛筆を中心に学びます
教材費は実費 受講者募集中

20:00～21：30
4 月 15 日日曜日

平成 30 年度
下高自治振興区総会

4 月 23 日月曜日

パソコン教室
＜年間講座＞

毎月第 2･3･4 金曜日

書道教室
＜年間講座＞

毎月第 2･4 月曜日

19：00~

14：00～16：00

13：30～15：00

内

住民告知端末に関する説明会が開催されます
自治会名

日時

場所

岡大内自治会

4 月 14 日土曜日 19：00～

岡大内集会所

上里原自治会

4 月 27 日金曜日 18：30～

上里原老人集会所

下門田自治会

4 月 29 日日曜日 18：30～

下門田集会所

☆庄原市から郵送された文書をご持参ください。

分からないことは説明会に参加して質問をしましょう！

地域マネージャーとして、家庭訪問を
させて頂きましたが、3 月末で辞めさ
せていただくことになりました。十分
なフォローもできず申し訳ありませ
ん。1 年間ありがとうございました。
栗栖 幸子

容

3/6 下高自治振興センターで
行われた説明会の様子

※告知端末使用申請書の提出前に
記入例をもう一度確認の上、提
出をお願いいたします。
間違いやミスが多いそうです。

おくりもの
山村 まゆみ 様 （故 大田郷司 様）
升原 克至 様
下高自治振興区へのご芳志ありがとうございます。
ご趣旨を大切に葬儀備品の充実に活用させていただきます。

たくさんあった雪も、雨で一気に解けてあたたかくなり春がやってくる気配です。毎年 3 月発行
の「地域情報誌たかの」や移住定住 PJ での「たかの暮らしガイドブック」の２つの編集に追わ
れ、どうなることかと思っていましたが、たくさんの方のご協力、また助けていただき、無事に冊子になり本
当によかったです。ありがとうございました。年度末のいろいろなまとめをしたり、新年度に向けての準備も
進めたりとバタバタしています。もうすぐ２年目を迎えますが引き続き、よろしくお願いいたします。 岩本

編集後記
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