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新年度のスタートにあたり
下高自治振興区長

山野邊和信

今冬は、厳しい寒さと大雪に見舞われましたが、3 月に入り明るい日差しと春の雨・気温の上昇で
雪解けが進み、例年より少し早い春が駆け足でやって来ました。桜も咲き、今年も春の農繁期が間近
に迫って来ました。
平素は、当振興区の事業・運営に各段のご理解・ご協力を頂き厚くお礼申し上げます。
年度のスタートにあたり、辞令交付した職員紹介を兼ね、業務分担と今年度の事業計画の概要を説
明申し上げます。
事務局長は、大変な時期を 4 年間勤務の藤原 春人が雇用期間満了で 3 月末退職。大変お世話になり
有難うございました。代わって高暮の草谷 洋を迎えました。事務全般の統括責任者です。趣味は、ス
ポーツすること・音楽鑑賞、好きな色はくろ…と聞いています。優しそうな笑顔と行動力でグングン
引っ張って欲しいと願っています。事務職員は、昨春採用の岩本 圭未(よしみ)です。仕事ののみ込み
が早く、一年間でほぼ全容を把握し事務処理がスムーズに進んでいます。趣味やデートの時間がある
のかちょっぴり心配です。事務室にコーヒーを準備して皆さんのお越しをお待ちしています。
地域マネージャーは、6 年間頑張って『たかの体験』と当振興区のオリジナル『シモタカフェ』を
担当した渡邉 純子が、3 月末に家庭の事情で退職しました。惜しい人材でとても残念な思いです。こ
れまでの尽力に感謝・お礼申します。目下、後任を求人中です。当面『たかの体験』はお休みとし、
『シモタカフェ』は、当番制の幹事で実施を予定しています。
2 人目の地域マネージャー栗栖 幸子も本人の都合で 3 月末に退職しました。主に見守り対象者宅の
訪問やサロンの現状把握を実施しました。新年度からは、視点を変えて耕作地(田・畑等)の荒廃防止を
主目的に現況把握・所有者情報の収集に努め、地域保全を主業務
に予定、こちらも求人中です。
次いで葬儀時の嘱託職員の熊川 和幸 葬儀員、常勤職員の負担
軽減と利用者サービスの向上を旨とし、6 年目になります。
来る 23 日の定期総会にて、事業計画案・予算案・一部役員改
選の承認を頂いた上で、本格的スタートの所存です。役職員一丸
となって頑張りますので、引き続き皆様方のご支援ご協力よろし
くお願い申し上げます。
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ハンドメイド教室

わら細工教室

1 月から 3 月までの期間限定の開催でした。
全 10 回でたくさんの作品ができあがりました。
講師をしていただいた大山ユキ江さんありがと
うございました。次回はまた来年の冬です。
よろしくお願いします。

1 月から 3 月まで 4 回にわたって「か
んじき」を作りました。パイプを温め
て曲げるところから始まり、先生に教
わりながら編んでいき、完成しました。

平成 29 年度安心暮らし PJ 活動報告

前年度の下高地域の皆様への自主運行レンタカー等の導入
についてのアンケート結果で、86％の導入賛成、すぐに利用したい人 8％将来利用したい人は 83％でした。
このことから、自主運行レンタカー導入を平成 31 年春を目指し、以下のことが決まりました。

運行にあたり 1 年間の予算

運行計画
週に 2 回、月に 8 回、年間９６回運行予定
（例：月曜日は三次、木曜日は庄原など）
自治振興区の行事のときの送迎でも利用予定

運用資金
〇協力金 1 世帯 6,000 円をお願いする予定
集金方法
・口座引き落とし
…毎月 500 円または２カ月ごと（年金の入る月等）
に引き落とし ※手数料がかかることが課題
・自治会ごとに会費と一緒に集める
・組長が各戸まわって集める
・各地域の会議やたのもしのときに集める
以上のような意見が出ていますが、検討中です

〇利用者の年会費

6,000 円

＜助成金の活用＞
赤い羽根ＥＳＤ支援プロジェクト助成の利用を考えています。
こちらは使途に制限がありません。
申請額（経費）の 1/2 が共同募金助成金として交付されます。
但し、1/2 は募金をあつめなくてはなりません。1/2 に達しなか
ったら集まった金額しか助成金は交付されません。（例：申請額
100 万の場合 1/2 の助成金をもらうため 50 万の募金を集め
ます。10 万しか集まらなかったら助成金も 10 万になります）
車の購入・買い替え時に利用すれば
世帯負担が軽減になるかと考えています

（アンケートで一番多かった回答です）
赤字の出ないように運行でき
※利用者は協力金と年会費（合わせて 12,000 円）の負担です。
利用しない方からも協力金をいただくので、ご理解をお願いいたします。 ることが長続きのポイントです

平成 30 年度は集金方法を決定し、運用資金のための協力金を下高地域のみなさまにお願
いする予定です。また、赤い羽根ＥＳＤ支援プロジェクト助成の申請も検討中です。
開始時期は再度検討し、自主運行レンタカーをスタートできるよう準備等進めて行きます。
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シモタカフェ

4/4

ＲＥＰＯＲＴ

参加

大人

１１名

今回のシモタカフェは道の駅たかので開催される５周年祭雪どけ
まつりへの出店に向けて役割分担など詳しく相談をしました。
出店日：4 月 15 日（日）
内 容〇しし肉カレー
〇スイーツセット
（りんごの蒸しパンとコーヒー
or ブルーベリースカッシュ）
★4 月 14 日（土）は出店に向けて
カレーとスイーツ作り

まるしぇで販売するり
んごの蒸しパン（ME 作）
の試作を作ってくださ
いました。おいしかった
です。

4/14（土）

シモタカフェまるしぇ
ＲＥＰＯＲＴ

シモタカフェスタッフと協力いた
だいた方総勢 10 人でしし肉カレー
とりんご蒸しパン作りをしました。

4/15（日）

シモタカフェスタッフを中心に道の駅
たかので開催された 5 周年祭雪どけまつりに出店しました。
「しし肉カレー」約 50 杯
「りんごの蒸しパン」約 50 コ
（コーヒーor ブルーベリースカッシュとセット含む）
素材などにもたくさんこだわり数量限定で販売しました。
天気予報や前日の雨など不安なところもたく
さんありましたが、朝から販売をはじめ、15 高野町のベテラン猟師さん
時前にはすべて完売しました。なくなった後
に分けていただいたしし肉
に来て下さった方申し訳ございませんでした。 のカレー（添加物は不使用）
たくさんの方に食べていただき、ありがとう
お米は高野町産コシヒカリ
ございました。
（除草剤 1 回のみ）

庄原産米粉、豆乳、きび
砂糖を使って作った高
野りんご蒸しパン

柳原さおりさんと
前田智永さんが作
ってくださりました

お手伝い・ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。
シモタカフェスタッフの皆さん、2 日間おつかれさまでした。
次 回

日時

場 所

2018 年 5 月 2 日（水）夜 8 時～9 時３０分
下高自治振興センター

和室

参加費ひとり 2００円

スイーツとお茶を用意します。＊途中参加・退出もＯＫ。＊子どもさんもご一緒にどうぞ♪
みなさまのご参加をお待ちしております♪ どなたでも参加 OK！大歓迎です～！

テーマ

今後の「シモタカフェまるしぇ」について
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新しくなりました！！

地域マネージャー募集中！

年度末に和室の畳の表替え
をしました。
きれいになった和室をたく
さんの方に使っていただけ
たらと思います。
会議や集まりなどご利用は
お気軽にご相談ください。

行 事 名
シモタカフェ
平成３０年度
高野地域自治振興区
連絡協議会総会

地域保全、シモタカフェ、たかの体験グリ
ーンウォークのいずれかを担当する地域
マネージャーを探しています。
地域のために一緒に働きましょう！
詳しくは、下高自治振興区 86-2679 まで
お気軽にお問合せください。

開催日時

参加費

5 月 2 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

―

場所：下高自治振興センター
体育館

1,500 円/月

パソコン操作の基礎＆応用

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
5 月 21 日月曜日
19：30～

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

14：00～16：00
13：30～15：00

前事務局長あいさつ

内

容

おくりもの

このたび、3 月 31 日をもって辞めさせて
頂きました。在職中の 4 年間地域の皆様には
大変お世話になり、ありがとうございました。
引き続き、自治振興区役員として地域活動の
発展のため精を出す所存でございます。
これからもお付き合いの程よろしくお願い
致します。
藤原 春人

児玉

朝光

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。

4 月より新事務局長として当センタ－に勤務することになりました草谷洋です。
前職が土木設計という現在の仕事内容とは異なったものであったため、公民館業務は多種多様で驚きと対
応に苦慮しております。
そして何より、区民皆様とのかかわりが多く、区民にとって重要な施設であることを再認識しています。
私は U ターンして 10 年となりますが、以前の勤務地が旧庄原市であったこともあり、地元の皆様とのかかわ
りが非常に薄く顔とお名前が一致しておりません。
失礼がございましたらご容赦ください。
自治振興区の運営には皆様のご協力なしでは到底成し遂げられるものでは無いと思います。
ご相談させて頂くことや、お願いすることが多々あろうかと思いますが宜しくお願い申し上げます。
下高自治振興センタ－が多くの方々に愛され、集える憩いの場となりますよう日夜頑張る所存でございます。
編集後記

２年目に入りました。昨年度は分からないことだらけでバタバタした日を送っていたので、今年度
はゆっくりやっていけたらと思います。まずは総会に向けて準備を進めています。今年度もいろい
ろな行事が予定されていますので、事務局長はもちろん、役員さん各部員さんと一緒に頑張っていきたいと思い
ますのでよろしくお願い致します。
新しい事務局長になり、雰囲気も変わったかと思います。コーヒーを飲みに、ちょっとおしゃべりになど何で
もよいので、お気軽にお越しください。お待ちしています。
岩本
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