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「住民告知端末設置」についての説明会を開催します
今年、庄原市全域に光ファイバーケーブルが整備されます。これにより平成３０年９月からは緊急
の情報や行政等からの情報も、現在の無線での放送からこの光ケーブルを使った方法に切替わりま
す。
この情報を聴くには「住民告知端末」と呼ぶ専用の装置が必要で、市では一定の条件を満たせば無
料で設置することになっています。この整備計画や機器設置の申込みの重要事項について、区民の皆
さんへの説明会(市と NTT 西日本の合同)を開く日程が決まりました。上高自治振興区内での日時と説
明会場をお知らせします。
なお初回の２月 18 日(日)は上高自治振興センターにおいて開きましたが、２月 25 日
以降の回についても、自治会に関係なく都合の良い会場においでくださるようお願い
いたします。なお、どの会場でも同じ説明内容ですが、出席の際は２月１５・１６日
頃に各戸宛の郵便で資料や申込書、説明会開催日の一覧が届いていますから、会場に
お出の際には必ず持参ください。
２月２５日(日) １4 時～

(会場では配布いたしません)

・・ 湯川コミュニティ―センター

３月 ９日(金)

１８時３０分～

湯川コミュニティ―センター

３月１５日(木)

１９時～ ・・ 和南原コミュニティーセンター

３月１８日(日)

１９時～

・・

南集会所

３月２４日(土)

１９時～

・・

新市集会所

４月 ５日(木)

１９時～

・・

上高自治振興センター

りんご今日話国スキー大会
２月１１日（日）
、りんご今日話国スキー場でスキー大会が行われ
ました。あいにくの悪天候でしたが、小学生の部、一般の部、そし
て今回加わった、二人一組でチューブに乗り斜面を滑り下りて、目
標への近さを競う「人間カーリング」の部を合わせ、のべ５４名の
参加がありました。
悪天をものともせず颯爽と滑走する姿、人間カーリングのユーモ
ラスな光景は、雪の豊富な高野ならではの愉しみといえます。
各部の優勝者
(スキー)
小学生 1～3 年:男子 松木舜弥さん、女子 長曽恋音さん
小学生 4～6 年:男子 井上 暖さん、女子 松木萌夏さん
一般:男子 白根 颯さん、女子 天根千晴さん
(人間カーリング)
前田太基さん・向田凌太朗さん 組

こんな装置です

雪合戦ひろしま 2018

in 高野

開催

2 月 3 日（土）と 4 日（日）、第 21 回の「雪合戦ひ
ろしま 2018in 高野」が、高野スポーツ広場で開催さ
れました。
参加チームは、ジュニアの部=6 チーム、レディース
の部=11 チーム、一般の部 F（フレンドリーの略）リ
ーグ=55 チーム、一般の部 P（プロフェッショナルの
略）リーグ=11 チームの計 83 チーム。3 日の午後、そ
して 4 日はほぼ終日激しい吹雪の中での大会となりま
した。視界が極めて悪くなる時もあり、寒さと横なぐ
りに来る雪で試合開始を待つ選手はもちろん、運営ス
タッフをもほとほと困らせました。ことに 4 日朝には
悪天候が原因で棄権するチームもあり、寒冷なため試
合用の雪玉作りに大変苦労する状況が続きました。
ただ、その天候下にあって懸命に奮闘する選手達、
大きな声援をおくる観客、敗戦チームから勝利チーム
へ使い残した雪玉を提供するなど、結果を問わず双方
の健闘を称え合う場ともなりました。
試合後には、恒例の餅まきが行われ、大会協賛企業
のひとつ全日空社の厚意で、北海道往復の航空券が提
供され、わくわくしながら抽選を待つ時間も楽しみの
ひとつになった様子でした。

祝 優勝
２月１１日(日)

高野雪合戦部 ” 青 ” チーム
浅間山の麓

群馬県長野原町で

開催された、
「第１７回全国小学生雪合戦大会」 に、
高野町の小学生チーム１４名(先日の広島県雪合戦大
会の優勝チーム)が出場。予選を含め７試合を戦い、
見事 優勝しました。くわえて、ナント４連覇という
大記録も達成! 監督の種元大悟さんは、
「子ども達の
努力はもちろん。保護者をはじめ皆さんの応援あって
こその結果で、もう、感謝の言葉しかありません。」
と感慨ひとしお。
「実戦会場では無我夢中で、詳しく
覚えてない試合もある。
」との本音もポロリ。
おめでとうございました!
.
」との本音もポロリ。

雪合戦各部の結果
第 21 回 広島県雪合戦大会 優勝チーム
優 勝

高野雪合戦部”青”（高野町）

準優勝

口和少年野球 （口和町）

優 勝

Ｎｏ Ｎａｍｅ （出雲市）

準優勝

雪娘（高野町）

優 勝

CCD ボーイズ（庄原市・板橋）

準優勝

ウェルネスボーイズ 1（三次市）

ジュニアの部

高野雪合戦部”青”

雪人

レディースの部

一般の部Ｆリーグ

優 勝

雪人（高野町）

準優勝

瀬戸内雪球団（福山市）

一般の部 P リーグ

CCD ボーイズ

第 1 回しょうばら鍋-1 グランプリ in 雪合戦
雪合戦二日目の 2 月 4 日(日)、庄原市内の 10 団体が雪合戦会場の
一画に出店し、工夫を重ねた鍋料理を販売して人気を競った。

お

客さんは使った割りばしを 1 票として箱に入れ、計った重量で順位
が決まる仕組み。
凍えるような寒さと吹雪の中でも、各店のテントにはお目当ての
鍋料理を求める列ができ、熱い鍋物がなにより嬉しい御馳走となり
ました。
優勝

クラムチャウダー

(庄原スペインバル)

準優勝 庄原まっ白アゲアゲ鍋
３位

草鍋

４位

ピザ鍋

５位

美酒けんちん汁

(庄原空市実行委員会)

(道の駅たかの)
(ポポロ with 庄原青年会議所)
(総領こんにゃく(有))

No Name

講座(行事)名

日

時

内

容

たかの体験「俵作り実演」
＆縄綯(な)い無料体験

3 月 4 日（日）
10：00～14：00

たかの体験「残雪チャレンジキャンプ」
対象:小学生(のみでも可)～大人
有料 (一人:２千円)

3 月 10(土)12 時集合
会場 ： 未定ですが、高野町内で
～
す
11 日(日)15 時解散予定
(上高自治振興センターに集合)
１泊２日

パソコン教室 3 月特別講座
３月 7、14、28 日（水）
「オリジナルの出荷者シールを作ろう」
20：00～22：00
受講者募集
子ども塾（小学生） 随時受付中

会場 ： 道の駅たかの

講 師 ： 香川麻理さん
受講料 ：１,５００円

毎週月曜日 16：30～18：00 講 師 ： 児玉光子さん
木曜日 15：40～17：10 受講料 ： ５,０００円/月

子ども塾（中学生）＜数学＞

毎週水曜日
17：30～19：00

講 師 ： 児玉朝光さん
受講料 ： ２,５００円/月

子ども塾（中学生）＜英語＞

毎週月曜日
17：30～19：00

講 師 ： 福元奈津さん
受講料 ： ２,５００円/月

お知らせ

たかの体験 「俵作りと縄綯(な)い」の実演

３月４日（日）の１０時から、
「道の駅たかの」で、米俵を作る作業の実演を行い
ます。昭和時代半ばまで、玄米の出荷(供出と言ってました)は俵に詰めていました。
俵作りの工程を見れば、かって米の出荷にどれほどの手間をかけて
いたか理解できるはずです。
そして、希望者には稲わらから縄をなう体験をしていただけま
す。実演と縄ない作業の指導は、“たかの体験手仕事隊”にお願い
しています。 参加費無料、事前申し込みも不要です。

郷土芸能「大拍子」の練習が始まる
高野地域に伝わる「大拍子」の担い手が減り、伝承することが危ういとの気づきから、身近にい
らっしゃる経験者の参画を得て、気軽に「練習」を行い、担い手を増やすことになりました。
川ひとつ隔てると微妙な差異があるという地域芸能ですが、
「先ずは湯川の方で始めようやぁ!」と、
地区の有志が集って同好会を結成しました。初回は３月１５日 1９時～湯川コミュニティーセンタ
ーで行われます。いったん絶えると再興が難しい伝統芸能、このような気運の高まりに期待します。

知識のおさらい

「ダイヤモンド ダスト」

この２月、氷点下１８．２度、氷点下１７度と極めて気温が低
く、冷え込んだ朝がありました。その時見られたダイヤモンド ダ
スト現象、 発生の条件としては、①零下１０度を超す低温
②湿度がかなり高い

③晴天で風がない

この３つの条件がそ

ろうと、空中の水分が凍り、細かな氷の結晶がキラキラ光りなが
ら漂う現象を見られるかも・・です。

-18.2 度の朝(2/9)

