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11/18
下高地域防災訓練

下高自治振興区として、初めての防災
訓練を開催しました。庄原消防署高野出
張所の方に講師をお願いし、庄原市が発
行している「庄原市防災マニュアル」を
使っての講義をしていただきました。今
年大きな被害の大雨や土砂災害に関する
事、火事や地震についても解説いただきました。
続いて、心肺蘇生とＡＥＤの使い方を教わり
ました。消防訓練として、建物から出火したことを想定し
ての避難も実施し、グラウンドでは消火器を実際に使いま
した。
最後にたくさんの種類の保存食を紹介し、みんなで試食
しました。
「こんなに種類があるんだ」「以外においしい」
という声がありました。
１回限りではなく、来年は内容を変えて防災訓練を行い
たいと思いますので、地域全体で防災について考えていきましょう。
庄原消防署高野出張所の皆様、講演いただきありがとうございました。また、庄
原市・日本赤十字社広島支部・株式会社ダイドードリンコ・有限会社三次防災にマ
ニュアルや保存食、展示品など提供ありがとうございました。

庄原市防災マニュアルはセン
ターにも置いていますのでお
気軽に持ち帰りください。
市のホームページからもダウ
ンロードできます。
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庄原市内の自治振興区でつなぐのろしリレーに参加しました。狼煙点火時
間は 11 時半ごろの予定だったのでそれまでにイベントを開催しました。
高野中学校で以前、先生をされていた八谷勇男さんからいただいたジオ
ラマの除幕式を開催しました。下高野山小学校 100 周年記念大運動会の様
子のジオラマです。ジオラマを囲んでたくさんのこだわりを説明していただきました。下高野山小
学校といえば鼓笛だったので、「鼓笛隊」もあります。地区対抗リレーはゼッケンもついてますので
どこの地区が 1 番か確かめに来てみてください。教室をのぞけば机もあり、金次郎さんの銅像や
石碑も再現されています。特産のりんごの木もあります。見ていてとても懐かしくなるかなーと思
います。センターに来られた際はぜひ、ご覧下さい。ジオラマの写真は、下高自治振興区のｆａｃｅｂｏｏｋにアップしていま
すので、なかなか来られないという方はそちらもご覧ください。
除幕式のあとはみんなで豚汁や焼き芋をたべ、口和からの連絡をうけて１１時 32 分に
のろしを上げて次につなげたところでイベントは終了しました。
地域の方はもちろん、道の駅たかのへのお客様にも、ジオラマを見ていただき、豚汁・焼き
芋を食べ、軽トラ市でも買い物をしていただきました。

自治会運営部と生涯学習部員の皆様には「防災訓練」と「のろしＰＪ」の 2 つの
行事について、前日の準備からたくさん協力いただき、ありがとうごいました。

移住定住ＰＪ 交流会開催（11/21）
移住定住 PJ で今年は交流活動をすることになり、初めての交流
会を開催しました。高野に移住したいという方二組、高野町・口和町
に I ターンされた４組を招待し、農家キッチンとまりにて総勢 21 人で
開催しました。
移住したい方からは「交流会でお話しを聞いて不安がなくなった」と参加
してよかったとの声がありました。交流会を企画してよかったと思います。
交流会後の PJ 会議で、移住したい方のやりたいことを伺い、高野には資
源がたくさんあり、まだまだできることがあることを、交流会を通して改め
て感じ、ＰＪ委員みんなでお話しました。
この交流会の後、移住希望の方が高野への移住が決まり、お祝いを兼ね
て次の交流会を開催する予定です。
「びほくコドモトフィールド」も同時に開催され
11/25 山のゆうえんち
子どもたちにはバッチがプレゼントされました。
りんご今日話国スキー場右隣りの山で開園しました。今回のテーマは「鳥の巣箱をつく
ろ！」でした。まずは、巣箱の飾りを探しに山へ！落ち葉やドングリなど、それぞれに探し
回っていました。その後は大人に組み立ててもらった巣箱を飾り付けです。みんなそれぞ
れに、拾ってきたもの貼り付け、大人たちにも手伝ってもらいながら完成しました。最後に
フタを取り付けみんなで集合写真を撮りました。その後、木に取り付け完成です。小鳥が入
ってくれるのがとても楽しみです♪
次回の山のゆうえんちは、２月開園予定です。雪あそびを計画されるそうです！
詳細が決まり次第、広報誌で案内します。
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12/3

ハンドメイド教室視察研修
今年は、福屋広島駅前店で開
催されていた「キルトとフェル
トの母娘展」へ行き、さまざま
な作品を見学しました。
今年度も 1 月からハンドメイ
ド教室を開催します。講師は大
山ユキ江さんです。詳しくはチ
ラシをご覧ください。

11/18

シモタカフェまるしぇ ＲＥＰＯＲＴ

第２回「シモタカフェまるしぇ やきいも」を開催しました。
高野町産のサツマイモを購入し、焼き芋機を借りての販売で
した。大好評で焼き上がるのが追い付かないこともありまし
た。シモタカフェの活動をＰＲできたかなと思います。今回
も下高自治振興区の活動の紹介も作っ 前 田 智 永 さ ん が 作 っ
てくださりました
ていただき、どちらも少しは知って
もらうことができたかなと思います。

12/11(火)冬のイベント

★クリスマス会★
参加者 大 人 27 人

こども 20 人

今年も 40 名を超える大人と子どもが集まり、恒
例のクリスマス会を開催しました。みんなが持
ち寄った 1 品とスタッフと有志で用意したおに
ぎり・大学いも・ピザでたくさんの豪華な食事に
なりました。たくさん食べた後、今年流行ったＵ
ＳＡダンスを子どもたちが披露したり、社協の
高橋さんのお兄さんの坂井さん（昔バンドで活
動されていたそうです）がウクレレとギターを
演奏してくださり、みんなで歌ったり楽しい時
間でした。最後にはサンタさんからのお菓子の
プレゼント。もう一つお菓子をもらうためサン
タさんとのじゃんけん大会をして、最後にはみ
んなでケーキを食べてお開きになりました。
来て下さったみなさん、スタッフさん、お手伝い
してくださった
方、ありがとう
ございました。

次
回

１月のシモタカフェはお休みです
２月の日程は次号でお知らせします
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学校統廃合を考える会
11/20 東城より統廃合計画対象校、粟田小前ＰＴＡ会長の藤本氏にお越し頂き、自治振興区や学
校との連携、現状等お伺いしました。
12/2 には和光大学山本先生による講演会が庄原市内で開催され、地域のコミュニティである学校
を廃校にし、校名変更なく統合することの子どもたちへの精神的影響、過疎への加速化、地域への
影響等伺いました。これに基づき 12/13 学校統廃合を考える会を上高自治振興センターにて開催し
参加者で意見交換、協議しました。
今後さらに広範囲多人数で協議をしていきたいと思います。
積極的なご参加を宜しくお願いいたします。

11/20 統廃合を考える会

次回の「学校統廃合を考える会」
日時：平成 31 年 1 月 30 日（水）
時間：１９時～
場所：上高自治振興センター
保護者の皆さま、未就学児童の保護者さま、卒業生の
保護者さま、地域の皆さまどなたでも参加できます。

１月の行事予定
行 事 名

開催日時

参加費

シモタカフェ

毎月第一曜日
20:00～21:30

大人 200 円
子ども 無料

1 月はお休みです

ハンドメイド教室
＜期間限定＞

1 月 9 日～３月 13 日
毎週水曜日
13：30～15：00

300 円/回
（別途教材費が必要です）

参加者募集中！
詳細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

休館

＜年末年始のご利用について＞
12 月 31 日（月）～1 月 4 日（金）

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

編 集 後 記

内

容

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。

あっという間に 12 月も半分が過ぎました。11 月後半からずっと行事などあった気がします。講演会や視察研修に
も参加させていただきたくさん勉強になりました。学校統廃合についてもお話しを聞く機会があり、地域づくり
をしていく中で学校の存在の大切さを改めて学びました。
今年も忙しく過ぎて行った一年だったと思います。行事などでみなさまにたくさんお世話になりました。
来年もよろしくお願いいたします。みなさまよいお年をお迎えください。
岩本
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