下高自治振興区だより
しもたか

平成 30 年

第 86 号
5月

みんなが

みんなで

創る みんなの下高

なんずかんず下高

下高のデータ( 5 / 1 現在 )
人口
597 人 （前年同月比‐22 人）
234 世帯 （前年同月比‐2 世帯）

平成 30 年度

主役

下高自治振興区広報誌 第８６号 (5/20 発行)
〒727-0423 庄原市高野町下門田 8
☎＆FAX：0824-86-2679

Mail:simotaka8@gmail.com

地縁団体庄原市下高自治振興区総会

4 月 23 日に地縁団体庄原市下高自治振興区総会が開催されました。山野邊和信区長
の開会挨拶、来賓祝辞を庄原市役所高野支所長 松長茂治 様、庄原市議会議員 田部
道男 様よりいただきました。上高自治振興区長 井上
清憲 様、庄原市社会福祉協議会北部地域事務所長 三川みゆき 様、庄
原市消防団高野面隊長 堀江修治 様にご臨席いただきました。
次いで、報告事項とし、出席者 29 名・委任状 427 名の合計 456
名の報告あり。定足数 299 名を超え、総会成立を確認。
出席者の中から、議長に後藤信房さん、議事録署名人に白根浩
平成 30 年度下高自治振興区
役員及び職員の紹介
樹さん、柳原初美さんを選任後、議長により議事が進行され、提
出の下記議案が承認されました。平成 29 年度事業報告案・決算
報告案・監査報告、平成 30 年度事業計画案・予算案、職員就業
規則の改正、新役員の選任（一部）。議長解任後、新役員を自己紹
介し閉会となりました。
総会に出席できなかっ
た方で、総会資料がご覧
になりたい方は当センタ
ーへ申し出ください。
今年度もよろしくお願い
いたします。
その他の報告
〇森林管理運営部で山林を新規購入しました
・取得面積（A＝6.3ｈａ）12 筆
・取得日 平成 30 年 1 月 31 日
・土地所在 下門田（昭和池周辺 他）
〇旧理科室の整備について
昨年度に多目的利用を目的とした整備計画の補助金申請を 2 回申
請しましたが不採択でした。今年度も改めて申請を予定しています。
〇各自治会への交付金配分額の見直しについて
平成 26・27・28 年度の 3 年間、市交付金の大幅な減額がありま
した。自治会への交付金は減額せずにやってきましたが、自治振興区
の予算に限界がきました。役員会にはかりながら、平成 31 年度より
数年にわたり減額の実施を予定しております。区民のみなさまのご
理解をよろしくお願いいたします。
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総会に先立ち、平成 30 年度事業計画を各部会で話し合いました
自治会運営部会

生涯学習部会

〇おたがいさまネット
4 月と 10 月に見直しを行う
見守り対象者・見守り体制について
※孤独死をなくそうという思いから
区民で協力して行っていく
〇防災訓練について
・各自治会で防災（避難）
訓練の実施
（上里原・高暮は実施済）
・防災マップを作成し、
集会所に掲示（4 自治会完成）
・自治振興区主催の訓練を実施する

〇行事について
・防災講習会（非常食や AED について）
・講演会（直面している問題について）
・グラウンド・ゴルフ大会について
（内容の変更を検討）
〇アンケートの実施
部会主催事業のマンネリ化が進み、現在必
要とされている事項にマッチしていない
ことがあげられ、区民の皆様が何を求めら
れているのかを確認することから始めよ
うとの結果を得ました。アンケートを行う
際にはご協力をお願いいたします。

森林管理運営部会
〇備北森林組合による下刈、枝打ちなど継続事業の実施
〇所有する山林について、所在場所の現地確認を行う
（備北森林組合のご協力で５月３０日に実施予定）

わら細工教室

1 回目

4 月は「こけ玉作り」をしました。１回
目は講師の牧原晴美さんが用意して下
さった植物で作っていきました。2 回目
はそれぞれに持ち寄った植物を使って
みんなで楽しく作りました。
こけ玉を入れる陶器は柳原茂さん手作
りの器を提供していただきました。あ
りがとうございました。
これから農繁期に入りますので、わら
細工教室はしばらくお休みします。次
回は新しいわらができる秋からとなり
ます。案内をしますのでご参加お待ち
しています。

中門田自治会

4 月 15 日（日） 午前中に河川清掃、午後
から中門田総会が集会所で行われました。
総会では、これまでの活動報告と今年度の
案件等について話し合いが行われました。
高齢化社会の中で、組織をどの様に維持し
ていくのか、役員分担をどのようにしてい
くのかなども話し合いました。
中門田広報委員：中山 博貴
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山のゆうえんち
4 月２９日に第 5 回山のゆうえんちが開催さ
れました。今回のテーマは「ひみつきちを作
ろう」でした。大人と子ども 10 人で、ひみつ
きちに使えそうな木を集めて運びました。途
中、水遊びもしながらも完成しました。集合
写真もばっちりとって今回は終わりました。
次回は７月の予定だそうです。
山のゆうえんちとは
「高野の未来（あす）を考
える～やりたいこと探し
～」講演会の集まりから
生まれた活動。
「大人も子
どもも自然に学び、全力
で遊ぼう」をスローガン
に、前田智永さんを中心
に活動されています。

シモタカフェ

5/2 ＲＥＰＯＲＴ

参加

大人

5名

少人数ではありましたが、4/15 初めてのシモタカフェま
るしぇのことから地域のこと、今後の行事の予定などた
くさん熱いお話ができました。
4/15 シモタカフェまるしぇについて
・とても大変だったけど楽しかった
・みんなでやることが大事
（人間関係作り、輪が広がっていく）
・シモタカフェを知ってもらう
（まだやってるんだ‼の声も…）
・秋にはアップルパイをしたらどうだろう

これからのシモタカフェについて
・参加者を増やしていきたい
（新しい人も入りやすい雰囲気づくりを継続）
・地域の声を自治振興区へ伝える
下高で取り組んでほしい事
・伝統文化継承
（祭での子供の太鼓・みこをやってほしい、地域の枠を越えて）
・地域活性化の講座（シリーズ化して） ・世代間交流
これからの行事予定
〇ホタル見会（7/14 予定） 〇クリスマス会
続けることに意義があるという事から今年もやります！
〇たかの体験グリーンウォーク夏・秋
地域マネージャーがやっていたことを今度はシモタカフ
ェスタッフでやろう！という声がでました。（検討中）

次 回
の

日時 2018 年 6 月 19 日（火）夜 8 時～9 時３０分
場 所

下高自治振興センター

和室

参加費ひとり 2００円

６月は第一水曜日ではないので
お気を付けください

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

お話を聞く会

岡村幸雄さんによる「高野伝説」を予定しています。
前回、好評だったので、第２弾です！！
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絵画贈呈式
4 月 23 日の総会を始める前、亀井静香（前）衆議院議
員が描かれた絵画の贈呈式を行いました。亀井静香
事務所の山田賢次様より目録をいただきました。
絵画は玄関に飾っていますので、ぜひご覧ください。

6 月の行事予定
行 事 名

開催日時

参加費

第８回下高自治振興区
グラウンドゴルフ大会

6 月 3 日日曜日
8：30～受付

大人 600 円
子ども 300 円
（中学生以下）

シモタカフェ

6 月 19 日火曜日
20:00～21：30

内

大人 200 円
こども無料

容

場所：グリーンサーキット高野
小雨決行
お話を聞く会
「高野伝説」第２弾です
※今回は第一水曜ではありませんので
お間違えのないようお越しください

パソコン教室
＜年間講座＞

毎月第 2･3･4
金曜日
14：00～16：00

1,500 円/月

パソコン操作の基礎＆応用

書道教室
＜年間講座＞

毎月第 2･4
月曜日
13：30～15：00

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

緊急時の連絡先について
休館日や時間外に葬儀等の連絡専用の携帯を持
つことになりました。緊急時にはこちらの番号に
連絡をお願いいたします。

080-1928-4276
この携帯にかかる費用（月額 1,000 円程度）は、
葬儀で当センターを利用された方からのご芳志
を活用させて頂きます。
※総会での承認事項になっております。
編集後記

地域マネージャー募集中！
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活動しましょう！
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。

総会が終わって、落ち着きたいところですが、事業が本格的に動き出し、行事などの予定が少
しずつ決まってきています。まずは、恒例の下高自治振興区グラウンド・ゴルフ大会があります。生涯学習
部で話し合い、自治会対抗の団体戦をなくし、自由参加になっています。たくさんの方にご参加いただき楽
しい大会になればと思っています。よろしくお願いいたします。
岩本
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