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2018 高野町文化祭～高野美の里の祭典～

高野ダンスクラス

11 月 3・4 日

今年の文化祭では、中国新聞で紹介された湯川同好会による太拍子・
高野山拍子が初めて披露されました。午後からはコラボがたくさん
あり、フリージアによる大正琴の演奏に合わせての高野ダンスクラ
スのダンス、ポコアポコの最後の曲では高野ダンスクラスと一緒に
歌いました。ゲストの三次市出身のシンガーソングライター佐々木
リョウさんは即興で文化祭の感想を歌われたり、アンコールでは高
野音楽本舗とのコラボもあり、とても盛り上がりました。
「とてもよ
かった」という声がたくさん聞こえてきた文化祭でした。ご協力い
ただいた関係者の皆様ありがとうございました。

ポコアポコ
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第 2 回比婆いざなみ街道マラニック

マラソンとピクニックを合わせた「マラニック」が昨年は
東城・西城で開催されましたが、今年は高野町もコースと
なり、10 月 28 日（日）に開催されました。マラニックは自
分のペースで走りながら景色やエイドステーションでのおもてなしを楽しむものです。
比和総合運動公園をスタートして、西城の熊野神社から高野のアップルロードを折り
返して比和総合運動公園に戻るというコースでした。おもてなしをするエイドステーシ
ョンが高野では、湯川コミュニティセンター、母さん市、緑の村文化センター、農家キッチ
ンとまり、御津女八幡神社前でした。下高地区の「農家キッチンとまり」ではトマトとサン
ドイッチ、岡大内の「御津女八幡神社前」ではりんご、りんごジュース、パウンドケーキを
提供し、ランナーはどれも「おいしい！」と食べていました。
三次庄原からの参加だけでなく、広島市内などはもちろん、岡山、山口、島根、鳥取、
愛媛、兵庫、大阪など県外から
も参加され、合計 149 人が高野
町を走られました。
エイドステーションでスタッフ
をしていただいた皆様お疲れ
様でした。

いざなみック 2018
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シモタカフェＲＥＰＯＲＴ

今回もフリーの会でした。第２回シモタカフェまるしぇについてお話しを
し、11 月 18 日に道の駅たかので石焼き芋の販売をすることと、その役割
分担が決まりました。まるしぇの様子は次号で報告します。
クリスマス会は、12 月 11 日に決定しました。例年通り、１品の持ち寄
りとすること、シモタカフェスタッフで、昨年好評だった「ピザ」に加え、
今年は「おむすび」「大学芋」を用
意することになりました‼詳しくは
チラシをご覧ください。たくさんの
参加をお待ちしています‼

参加

大人７名

カフェ風の里さんの「タ
ルトタタン」でした。個
人的に大好きで、おいし
くいただきました！あり
がとうございました。

★クリスマス会★
１２月１１日（火）
夜７時～９時ごろ

場 所 下高自治振興センター 和室
参加費 大人 300 円 *子ども（18 歳まで）無料
★おむすび・ピザ・大学いも、お茶を用意します
★なにか１品（軽食・果物・おつまみなど）持ち寄りお願いします
★冷たい飲み物は各自で持ってきてね～。
★途中参加・退出もＯＫ。＊子どもさんも一緒にどうぞ♪

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 です！

「山のゆうえんち」開園のお知らせ

3

下高自治振興区だより

参 加 者 募 集 中

ハンドメイド教室視察研修
12 月 3 日に、広島市内で開催されている「キルトと
フェルトの母娘展」へ行きます。1 月から開催予定
のハンドメイド教室へ向けて研修へ行きましょう。
詳しくは 11 月 5 日発行の行政文書をご覧ください。
申込締切：11 月 26 日（月）
定員に達し次第締め切らせていただきます。
申込はお早めにお願いします。

手打ちそば教室
12 月 23 日に口和の片山訓治さんを講師に迎えて手
打ちそば教室を行います。「そば打ちを広めたい」

わら細工教室参加者募集中
12 月から来年 3 月まで月 2 回のわら細工教
室を開催します。講師は上里原の牧原晴美さ
んです。12 月はお正月に欠かせない「しめ
縄」を作ります。今年は手作りし
ませんか。1 月からは参加者で作
りたいものを決めていきます。教
わりたいものがあれば、ぜひ参加
してリクエストしましょう！
申込締切：11 月 30 日（金）

とお話しされていました。ぜひご参加ください‼
詳しくはちらしをご覧ください。

研修・各教室について不明な点などあり
ましたらお気軽にお問合せください。
お申込先：下高自治振興区 86-2679

１２月の行事予定
行 事 名

開催日時

参加費

内

容

ハンドメイド教室
視察研修

12 月 3 日月曜日

2,000 円

広島市内へ行きます

シモタカフェ
クリスマス会

12 月 11 日火曜日
19:00～21:00

大人 300 円
子ども 無料

場所:下高自治振興センター和室
詳しくはちらしをご覧ください

手打ちそば教室

12 月 23 日日曜日
9：00～12：30

600 円

講師は口和町の片山訓治さんです。
詳しくはちらしをご覧ください。

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
（教材費は実費）

毛筆を中心に学びます
受講者募集中

地域マネージャー募集中！

休館日のご利用について
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。

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。

080-1928-4276

編 集 後 記

今年の文化祭も天気のいい日でよかったです。太拍子は中学生の時に教わっ
たので、とても懐かしく見ていました。たくさんのコラボもあり、写真を撮りながら楽しく見さ
せていただきました。佐々木リョウさんは最初しかみられず…たくさんの方に「よかったよー」
と教えていただき、見れなかったのがとても残念でした。
マラニックもお手伝いをさせていただきました。雨ではなかったもののとても寒い中、熊野神社
から高野・比和へと走られて尊敬です！小学生のころはマラソン大会にも出ていたけど…今は走
れないというか走りたくないですね。
あっという間に 11 月も中旬、１２月もあっという間にくるんですよね。頑張ります。
岩本
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