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7/15（日）講演会 高野の未来を考える
高野町和南原出身で邑南町議会議長をされている山中康樹氏をお迎えし、
「第 3 回
高野の未来（あす）を考える」と題し、講演会を開催しました。3 連休の真ん中で
はありましたが、57 人の参加でした。猛暑の中、ありがとうございました。
邑南町は石見・瑞穂・羽須美の 3 町が合併してでき、面積は三次市の 3 分の 1、
人口は庄原市 3 分の 1、三次市と安芸高田市に隣接している町です。邑南町の住
民力の向上方法、定住への取り組み、学校適正配置についてお話を聞きました。

地区別戦略について

学校教育について
邑南町には大学がなく進学時にはみんな
町外へ出てしまうけど、社会人となって
再びふるさとへ帰ってきたいと思う施
策・教育を行っておれます。
「ふるさと教
育」の原点は、その地域で育って、地域を
よく知る先生が教えることだと話されま
した。また、生徒数が少ない学校は、多い
学校との交流活動や、部活動に力を入れ
るなど特色ある学校づくりを行い、町内
の学校であれば自分に合った学校を選べ
る仕組み作りができているそうです。

自治会・集落・公民館体系図を作成し、
各地区単位の現状（人口減少）を明確
にすることに始まり、「危機的集落」
は今何が施策として必要かを判断し、
実行に移す。施策は町全体一律ではな
く、地域それぞれに合ったやり方で行
っていることを話されました。
「邑南町と高野町とは条件が違うからできない…」
という先入観を持たず、やる気を持つことが大切だ
と教えられました。
邑南町は行政が積極的に取り組んでおられるのはも
ちろんですが、まずは地域住民が問題意識を持ち、自
分たちで考えて取組んでおられます。
アンケートでもたくさん書いてありましたが、高野
町でもまずは地域の状況を知ることから始まり、行
政任せではなく、地域で考えて取り組むことが大切
だと感じました。行政にしかできないこともあるの
で行政に訴えていくことも必要だと思いました。
この講演をきいて少しでも移住定住、学校のことへ
の意識が変わり、地域全体で、高野町でできることを
考えていけたらと思います。
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プロジェクト会議

報告

安心暮らしＰＪ
第 1 の柱 高齢者の安心暮らし
平成 31 年 4 月から自主運行レンタカーの導入・運行に向けて再度確認をしました。運行にあたって、一番は
資金のことなので、昨年度決まった各世帯から 6,000 円の協力金をお願いするため、説明会の開催を計画し
ています。みなさまに協力金のほかに、運行についての詳しい説明ができるようにこれから準備をしていきま
す。説明会は９月 10 日までに自治会ごとに行う予定です。日程が決まりましたらお知らせいたしますので、
ご参加の程、よろしくお願いいたします。
第 2 の柱 防災
平成 30 年西日本豪雨災害で高野町でも避難指示がでました。そのことにつ
いて気になったこととして、避難指示が出たときの連絡網、避難場所、災害
時避難支援者登録制度のことなどが上がりました。実際に起こり、いろいろ
反省点もあり、改めて考えて行かないといけないことがわかりました。

移住定住ＰＪ
一昨年は、空き家調査をし、昨年はたかの暮らしガイドブックを作成しました。
今年度は、いろいろな活動をされている団体や個人の方との交流を行おうと計画しています。
高野町を応援してくれる人・移住定住する人を探す、ＰＪ委員の移住定住
の知識を高めるために交流会が行えたらと考えています。
高野町出身の方、他の地域に I ターンしておられる方とつながりをもって、
いろいろな情報交換・意見交換を行い、移住定住につながるような活動を
していきたいと思います。

景観保全ＰＪ
今年度は、下高地区内にある農地（田）について、休耕・遊休・荒廃など
の状況と位置を把握し、地図データにまとめ、管理体制を強化することを
目標としています。委員は各自治会から 1 名ずつ委嘱しています。各委員
が自分の自治会内の情報を取りまとめますが、わからないことがありまし
たら、各ご家庭を訪問し、聞き取りを行うことがありますので、ご協力を
よろしくお願いいたします。

たかの体験 高野グリーンウォーク

夏

ブルーベリーつみとり体験の報告
今年で４回目の開催を予定していましたが、大雨特別警報の発令、避難指示、災害・道路状況から
ブルーベリーつみとり体験を中止しました。参加申込は広島市南区、安佐北区、府中町、庄原市、
三次市から７家族 19 人の申し込みがありました。シモタカフェスタッフでやることとなり、初め
てのことだったので会議を重ね、たくさん準備をしてきましたがとても残念でした。
参加者の方から「とても楽しみにしていた」との声もありましたので来年はできたらと思います。
熊川夫妻、シモタカフェスタッフの皆さん、ありがとうございました。
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シモタカフェ

6/19

ＲＥＰＯＲＴ

参加

大人

１６名

今回は、「お話しを聞く時間」ということで、昨年大好
評だった岡村幸雄さんによる「高野に伝わるお話」の
第二弾でした。町内外から１６人が集まりました。昔から伝わるお話
「蔀山の黒水仙」や「毛無山のうわばみ」のお話からはじまり、後鳥
羽上皇伝説のお話しを聞きました。後鳥羽上皇が島流しの際に通ったといわれる
ルートが 3 つあります。その中のひとつが高野町を通っており、ゆかりの地名な
ど色濃く残っています。王貫峠、王居峠、功徳寺、黒木御所、蕗羊羹などなど。みなさん、
大変興味深く聞き入っておられ、
「おもしろかった」
「楽しか
った」との声がたくさんありました。
高野町にはたくさんの地域の宝があるので、それらを伝えて
いくためにシモタカフェでできることも提案いただき、大変
実りの多いお話しでした。岡村さん、お忙しい中、たくさん
のお話しをありがとうございました。

7/14（土） 夏イベント

「ホタルの会」

参加者

大

人

32 人

子ども

14 人

今年も、下門田の馬舩奥で夏のイベント「ホタルの会」を
開催しました。大雨から 1 週間たちとても暑い日が続き、
少し涼しくなった夕方からスタートしました。今年もたくさ
ん参加していただき、町外からは 3 組の参加でした。バ
ーベキューをしながら楽しくお話しをし、流しそうめんでは、
こどもたちが大はしゃぎで、食べきれないほどそうめんをとっ
たりと、とても楽しい時間でした。8 時頃からホタルを見る
ため、明かりを消し、坂道を登っていき、たくさんのヒメボタ
ルとゲンジボタルを見ることができました。
下門田の馬舩博さんが「子どもたちに無数のホタルが飛
び交う姿をみせてあげたい」という思いで始ま
ったホタルの会も今年で３回目となりました。
今年もたくさんのホタルを子どもたちが見ること
ができました。馬舩夫妻には準備から片付け
まで、諸々お世話になりました。
ありがとうございました。
次 回
の

日 時
場 所

2018 年 8 月 1 日（水）夜 8 時～9 時３０分
カフェ風の里（高野町中門田 154） ☆臨時営業していただきます

参加費 大人 600 円（コーヒーか紅茶＆スイーツのセット）
＊子どもさんのお菓子や飲み物はお持ちください＊途中参加・退出もＯＫ。
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

金融関係の方にお話しをしていただく予定です
30 分くらいお話しを聞き、そのあとはみんなでお話しをします。
どんなお話しが聞けるのか楽しみにしていてください！
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第 20 回地域ふれあいソフトバレーボールリーグ戦（6 月 27 日・7 月 2 日）
昨年までミックスの部もありましたが、今年からフリーの部のみのリーグ戦でした。20 回という
節目の年でもありました。決勝戦はとても白熱した試合でした。
選手の皆様、スタッフの皆様お疲れ様でした。
フリーの部
優 勝 新市Ａ 準優勝 新市Ｂ 3 位 岡大内・下湯川
最優秀賞 常島 竜治さん（新市Ａ）
優秀賞
横川 亮太さん（新市Ｂ）

８月の行事予定
行 事 名

開催日時

参加費

シモタカフェ

８月１日水曜日
20：00～21：30

大人 600 円
子ども 無料

場所：カフェ風の里
詳しくはＰ３をご覧ください

夏休み！

８月 8 日水曜日

子ども探険隊

7:45 下高自治振興センター集合

子ども 1,300 円
おとな 1,500 円

愛媛県今治市
「日本食研」
宮殿工場

パソコン教室
＜年間講座＞

毎月第 2･3･4 金曜日

1,500 円/月

８月はお休みです

書道教室
＜年間講座＞

毎月第 2･4 月曜日

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

14：00～16：00

13：30～15：00

夏休み！子ども探険隊
参加者募集中！！
愛媛県今治市にある
「日本食研」宮殿工場 へ行きます。
参加費：小中学生 1,300 円 大人 1,700 円
定 員：25 名
申込期限： 7 月 31 日（火）
定員になり次第締め切りとさせていただきます。
残り少なくなっていますので、お早めに申し込み
をお願いいたします。詳しくは、学校配布のチラシ
または回覧文書をご覧ください。
お申込は下高自治振興センター86-2679 まで

おくりもの

山本 勝美 様

長妻 イツエ 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。

編集後記

内

容

休館日のお知らせ
8 月 13・14・15 日（お盆休み）
休館日（土・日・祝日・年末年始）や平日時
間外に葬儀等の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
地域マネージャー募集中！

シモタカフェ、たかの体験高野グリー
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。

晴れの日が続き、このまま梅雨が明けるのかと思っていたら、台風が来て、大雨からの大雨特別
警報、避難指示と初めてのことばかりでどうしていいのかわからず、とりあえず自宅待機でした。帰りには見
たことないくらい川が増水していたので、とりあえず写真をとりました。まさかここまでになるとは思いませ
んでした。その後は何事もなかったかのように暑すぎる日が続き、この夏が過ごせるのか心配です。
岩本
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