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平成３０年度 上高自治振興区総会
5 月 1４日(月) 上高自治振興センターで、平成３０年度の
総会を開催いたしました。
庄原市役所高野支所長 松長茂治様、庄原市議会議員 田部
井上区長

道男様、庄原市下高自治振興区長 山野辺和信様、庄原市消防
団高野方面隊長 堀江修治様、庄原市社会福祉協議会北部地域

松長支所長様

事務所長 三川みゆき様を来賓にお迎えし、ご来賓を代表して
高野支所長 松長茂治様 と市議会議員 田部道男様にご祝辞
を頂戴しました。
代議員１９名中１８名の出席(委任状提出の４名を含む)で
定足数に達しており、小次啓二さんを議長に選出した後、
１４件の議題について審議をいただきました。

田部市会議員様

主な議題は次のようなものでした。
1. 平成２９年度上高自治振興区の事業報告、生涯学習委託事
業報告について
2. 同

上高自治振興区一般会計、生涯学習委託事業特別会

計、指定管理特別会計の３会計の決算報告について
小次議長

3. 上高自治振興区職員就業規則の改正について
4. 役員の承認について
5. 平成３０年度上高自治振興区事業計画と生涯学習委託事
業の計画について
6. 平成３０年度上高自治振興区一般会計、生涯学習委託事業
特別会計、上高自治振興センター指定管理特別会計

３会

計の予算案の承認について
7. 高野地域未来塾の事業計画及び、この事業の会計を扱うた
め平成３０年度に新設の「高野地域未来塾特別会計」の予
算案の承認について
以上の議題について質疑応答を行い、代議員による議決を

議決の一場面

経て原案のとおり全て承認されました。
標記第 4 の役員については、上湯川の自治会長が井ノ本
清道さん、南の自治会長が長瀬廣司さんに交代となりまし
た。

井ノ本さんは平成３２年度の総会まで、長瀬さんは

平成３１年度の総会までが任期となります。

今回は３月の残雪キャンプに参加された縁で岡山県笠岡市か

事務局説明

たかの体験「田植え」５月１２日(土)
スカッと晴れた５月１２日土曜日、高野町外から７名の参加者
を迎え、たかの体験「田植え」を実施しました。場所は地域マネ
ージャー宇山さん宅の水田。東広島市の広島大学から、台湾から
の留学生と、カナダ出身の大学教員を含めた５名、安芸郡府中町
から小学３年生とそのお母さん。全員、田んぼに入るのは初めて
とか。

まず、土の色が真っ黒なのに驚いています。その日の進

行は、最初に昼食のご飯を炊くかまどに小学男子が着火、炊ける
間に田植えです。増本さんと宮田さんによる作業の説明と手本の
実演で始まりました。
田植えの前に行う「筋引き」は愉快でした。まず素足で入る決
断が大事。長靴で入った女性は、予想以上に埋まるのに驚き、脱
げた靴をエイヤッと両手で引っぱるはめに。それでも宇山さんの
田んぼでは浅いほうとのこと。交代で縦横の筋を引きますが、台
湾の女子留学生が「筋が良い!」とほめられました。大学に入る前、
香川県琴平温泉の旅館で数か月働いていたそう(同行の教員が笑
って紹介)で、何でも臆せず臨む性格に感心するそうです。
全員素足で田んぼに入って植えますが、泥の感覚に慣れると足
抜きも上手になり、植える本数も安定してきました。
次に堀江さん運転の田植え機が登場、順番で乗車体験ができま
した。
「思ったより速いし、すごく小回りが利く」と大好評。大柄
なカナダ人の男性が乗ってもスイスイ。少年は２回乗りました。
予定どおりに作業を終え、羽釜炊きのご飯と、岸田さんのわら
び入りの豚汁、和南原の出口富子さんの漬物のあるお昼を庭先で
食べました。味はもとよりおかわりも喜んでもらいました。
昼食の後、清水の流れる水路で足を洗い、宇山さんの山でわら
び採り。斜面の移動は難しいですがじつに楽しそう。
米作りの行程の一部と高野の自然にふ
れる行事でしたが、秋の稲刈りでの再訪
を約束し帰路についた皆さんでした。
ご支援くださった地域協力隊の堀江修
治さん、岸田初音さん、増本常博さん、
宮田勇一さんありがとうございました !

お知らせ

「劇団 風の子」公演 「おはなし ちんどん」

時:７月３日(火)９時５０分(開場) 所:高野保育所
上高自治振興区では、大人も子どもも楽しめる文化的企画として、
今年も「劇団 風の子」を高野町に招きます。どなたも入場は無料です。
「どうせ、子どもが対象よ!!」と決めつけず、足を運んでみてください。
今回も、”遊び” と “お話” がいっぱい! 1 時間ほどの公演です。
笑って、楽しんで・・。うんとおもしろかったら・・、拍手喝采を!!

お知らせ

「学校の統廃合を考える会」の次回の会合

時:６月７日(木)１９時３０分～ 所:上高自治振興センター
過日、高野中学校と口和中学校を統合する案を含めた庄原市の計画が明らかになりました。
上高自治振興区としては、「学校の統廃合を考える会」の目的が、高野地域での望ましい学校教育に
ついて自由な観点で意見交換するためであり、統廃合に賛成あるいは反対する活動ではない。とのこ
とから、次回の会合の予定について、区民への情報提供としてお知らせすることとしました。
この会の当面の連絡先は、中門田の前田智永さんです。

子ども塾の先生紹介

(その 2)

４月から子ども塾(正式には「高野地域未来塾事
業」)の体制が変わりました。塾の講師の先生方を
紹介します。２回目は、中学の数学と小学生担当の
先生方、地元高野町在住の児玉さんご夫妻です。

児玉 朝光 先生

児玉 光子 先生

高野中学や庄原格致高校高野分校も含め豊

中学の担任から、
「あなたは教員になりなさ

富な教員歴です。塾では中学 1、2、3 年の１５

い!」と勧められたのがもとで、倉橋町や三次

名を一人で担当。入塾者が増え、学年毎の特徴

市での勤務を合わせ３２年間の教員生活に。

があって苦心は多そう。でも、学年毎の解答例

個人の個性を尊重し、個人毎の指導が基本姿

を作り、人数分の用意を笑ってこなす度量。

勢。優しさとしつけの間合いの取り方が巧み

「数学は高校で好きになったけど、物理は難し

です。

い。物理的な思考は苦手なんよ! アハハ」と高

Q 勉強で大切なことは・・?

らかな笑い声

「自分のノート作り。黒板を写さず、大切な

Q その数学の楽しさとは・・?
「答えをみちびく過程。計算する力、考える
力、理屈抜きで計算してみること。
」
Q 中学の数学教科書を見ての感想は・・?
「難度が増している。中学の先生はよくやっ
ていると思う。感心する。」
金言・・ 授業に集中せよ !!

事柄と自分の理解を書きとめる。」
Q 学ぶ力を伸ばすには・・?
「予習すること。予習すると自分のノートが
できます。
」
子ども達との不文律=ほかの人が答えたり
質問している時、私が応対している時には、
横から口を出したり、質問もしないこと。

講座(行事)名
たかの体験「苗植え」受講定員２０名
要申込! 大人 1500 円 小学生 1000 円
(羽釜炊きごはんの昼食がつきます)
女子力アップ講座
限定１０名
「ゆかたの着付け」と、
「かんたんヘア」
事前申込み= 必要 参加費=1 回５００円
たかの体験「夏の収穫祭」参加者募集
予約不要! トウモロコシ=１本 120 円
枝豆 =1 束 ５００円

日

時

６月３日（日）
1０：００～１３：００
7 月１１日(水)=着付け
１８日(水)=かんたんヘア

内
容
集合 ： 上高自治振興センター
(センター近くの畑で、野菜の苗
を植付けます)
会 場: 上高自治振興センター
講 師: 貞兼由希さん

８月１１日 (土)９時～ 場所：上高自治振興センター直
なくなり次第終了
近の畑での収穫体験です

子ども塾（小学生）毎週 2 回(月・水)
随時受付中

月曜 = 16:30 ～ 18:00
水曜 = 16:30 ～ 18:00

講 師 ： 児玉光子さん
受講料 ： ５,０００円/(月額)

子ども塾（中学生）＜英語＞
1、2 年生

毎週月曜日
１７：３０～１９：００

講 師 ： 福元奈津さん
受講料 ： ２,５００円/(月額

子ども塾（中学生）＜英語＞
３年生

毎週月曜日
１７：３０～１９：００

講 師 ： 日雨孫厚子さん
受講料 ： ２,５００円/(月額)

子ども塾（中学生）＜数学＞
1、２年生
3 年生

毎週水曜日
１７:３０～１８:３０
１８:４０～１９:４０

講 師 ： 児玉朝光さん
受講料 ： 1,５００円/(月額)

お知らせ

たかの体験「苗植え」

参加者募集

６月３日（日）の１０時～１３時の予定で、近くの「たかの体験農場」
で、とうもろこし 1000 本、さつまいも 250 本の苗を植えます。フカフ
カの黒土に植付け、成長を楽しみにします。例年好評の昼ご飯を今回も
用意します。使う米も味噌も「たかの体験」で作ったご当地物です。
講座の参加は 20 名まで。参加費は大人(中学生以上)=1,500 円、
小学生は 1,000 円です。少雨であれば雨天でも実施します。
講師は、宇山勝守さんと JA の職員さん。
上高自治振興センターに集合です。 予約は電話でできます!!

お知らせ

たかの体験「チャレンジキャンプ」参加者募集

７月２１日(土)から２２日(日)にかけての１泊２日のキャンプです。
高野の自然の中で子どもの自立を目指し、あえて「不便な環境」で
行うため、整備されたキャンプ場では行いません。子ども達の自主性や
協調性に期待し、大人は極力手を出さず、口もはさまない基本で臨みま
す。けれども心配はご無用です!
子ども達が意外な実力を発揮し、大人が驚く事が多々あるはず・・。
定員は小学生以上の２０名、５月１５日時点で１１名の予約です。
参加費は、高野町に居住もしくは職場のある方は２千円、町外の方は
８千円です。
初日７月２１日(土)の１2 時に上高自治振興センター集合です。
電話で予約できます!!

