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たかの体験

「苗植え」

６月３日(日)
６月３日(日)午前１０時から、自治振興センターに隣接した「た
かの体験農場」(近所の藤丸弘さんのご好意でお借りしている畑)
で、サツマイモとトウモロコシを植える「苗植え」を行いました。
呉市、松江市、庄原から１家族ずつ迎え、作業指導をお願いした
JA 庄原北部営農センターの堀江さん、地域協力隊の８名、地域

植え方を説明
250 本

マネージャー２名とセンタースタッフが加わった１２名です。
今年新たに「安納芋」を加えましたが、まず芋苗の植え方 2 つ
の特徴について堀江さんの説明を聞いたあと、徒歩 1 分の畑に移
動。畑ではマルチを被せた畝への植付けを実地に教わり、サツマ
イモと安納芋の２種類、計２５０本の植付け開始。
「垂直植え」(大きな芋になる)と、「改良水平植え」(程よい大

サツマイモは 250 本

きさと数量に期待)を、畝を決めての作業です。真っ黒でホクホ

250 本

クの土に丁寧に植付けました。秋の芋掘りでは、今回導入の安納
芋の出来栄えに加え、植付けの違いによる差の比較も楽しみで
す。１０月１３日(土)１０時から始めますので、参加申込みくだ
さい。
短い休憩の後、トウモロコシ 1 千本の植付け。コンテナに載せた苗
をマルチの穴にそって配ると、けっこうな数だと実感してか誰とも
なくオーッという声。手で土を掘り、ポットに入った苗を丁寧に植付

トウモロコシは 1,000 本
250 本

けますが、屈んだ姿勢を続けるのは正直辛く、尻餅をつく大人や長
靴に入った土を座り込んではたく少年の姿がユーモラスでした。
農作業に手慣れた地域協力隊の活躍で、予定どおり正午頃には
植付けを終えて、体験農場の大部分が畑らしくなりました。2 週間経
過した現在、茎も太りほぼ順調に育っています。このトウモロコシは
8 月 11 日(土)に、「夏の収穫祭」を開き、1 本 120 円でもぎ取りと持
帰りができます。

たかの体験定番の昼ごはん

作業に汗した後は楽しみにする昼食です。作業前に火をつけた羽
釜炊きのご飯(宇山さんの調整で今回も程良いオコゲつき)をムス
ビにし、岸田初音さん調理の豚汁に、和南原の出口富子さん苦心の
漬物が揃う「たかの体験定番」の昼食。今回参加の皆さんからも好
評で、歓談が楽しくもあり、全ての器が空になるのも早かったので
す。

上高自治振興区の役員紹介(平成３０年度)
役職
区長
副区長
幹事

氏名
井上 清憲
松島 康雄
坂本 進
井ノ本清道
中井 節夫
長瀬 廣司
永田 豊秋
向田 康浩
奥田 久美子

地域の活動の紹介

所属

役職
幹事
部長

上湯川自治会長
下湯川自治会長
南自治会長
新市自治会長
和南原自治会長
女性選任幹事

(新市)

監事
事務局長

氏名
平野 雅子
根波 光恵
天根 公昭
奥山 敏和
松島 義治
堀江 修治
加茂 伸作
土居 一樹
林 美千恵

所属
女性選任幹事
女性選任幹事
自治会運営部
生涯学習部
高齢者福祉部
プロジェクト部
新市自治会
下湯川自治会
30 年 4 月～1 年間

サロンでの刃物研ぎ

６月１３日(水) 新市の福原さん宅で行われる「やまぶきサロン」
におじゃましました。今回の企画は、サロンの懇談に並行して家庭
の刃物(包丁、ハサミ、鎌など)を、熟練者に研いでもらうのを行っ
たこと。かっては「研ぎ屋さん」の巡回があったものの、消えて久
しく、「困っていたところで助かった !」と感謝の声。１人２丁ま
での限定でしたが、２８丁の家庭刃物の切れ味が復活しました。
今回の研ぎ師は、天野俊明さん、加島真一さん、柳川千秋さんで
した。ご支援ありがとうございました。

地域のできごと (中学生の職場体験学習)
6 月 18 日から、高野中学校の 2 年生１２名が、りんご園や保育園、
高野支所等町内１１カ所の事業所で３日間の職場体験を行いました。
様々な職業や生き方に触れ、働くことの目的や意義を理解し、自信
販売部門

をもってコミュニケーションする態度を培うなどの目的です。
訪ねた「道の駅たかの」では、てんぷらの販売とアップルパイ製造
の厨房に。担当者曰く「声もよく出るし誠実」、
「コツコツと粘り強い」

現場
菓子製造

と高評価。裏手では産直品を持込む生産者と実習中の生徒が。
「暑いハ
ウスに入っても不快な態度をみせない」と感心しきり。高野保健福祉
センターを訪ねると和やかに昼食中。傍らの職員は「うんと若い人が
来て、喜ぶ皆さんから歓迎の意味の質問攻め!」と眼差し温か。
野菜と果物
の陳列準備

くつろげる時間を共有

生涯学習講座 「ガーデニング」 5 月３1 日(木)

５月３１日(木)の午前、上高自治振興センターでガーデニング講座を
開きました。今回のテーマは「寄せ植え」。持ち込んでもらった１３種類
から６種類を選んで植え付けを行いました。
講師は備北丘陵公園の斎木義伸さん。この道４０年の経験で、丘陵公園
の草花の管理やイルミネーションのデザインまで広く担当されています。
説明の冒頭、斎木さんは「良い土を選ぶのが肝心、高い苗でも土が悪いと
失敗する。土にコスト(費用)をかけてほしい。
」と強調されました。
続いて各自が思い思いに選んだものを、色合いや成長後の背丈・葉の茂
り方等を考慮して配置すること等の説明を受け、盛んな質問と丁寧な指導
のもとで、参加１１名の寄せ植えが完成しました。
そして斎木さんから、「庭の大小に関わらず、自宅の庭を開放するオー
プンガーデンの活動に参加してほしい。毎日でなく、可能な時間帯で良い
ので・・。
」とグリーンアッププジェクトの紹介もありました。

お知らせ 説明会の開催「学校統廃合に関する庄原市教育委員会からの説明会」
日時:７月３日(火)１９時～

会場:上高自治振興センター

今年１月、庄原市から「庄原市立学校適正規模・適正配置基本計画」が発表されました。高野地
域では、高野中学校を口和中学校と統合し、高野中学校は廃校される内容です。
この状況を受けて、町内有志が「学校の統廃合を考える会」を発足させ、高野地域での望ましい
学校教育について、情報交換と自由な意見交換を行う場が設けられています。
このたびこの会の活動の一環で、庄原市教育委員会に説明会の早期開催をはたらきかけた結果、
７月３日に開催することとなりました。
高野の未来をみんなで考える場のひとつとして、この説明会にご参加ください。
今年１月、

お知らせ

講演会の開催

７月１５日(日)午後

会場:上高自治振興センター

島根県邑南町の邑南町議会議長 山中康樹氏(高野町和南原の出身)を講師に招きます。
邑南町は、移住定住の促進のほか、
「日本一の子育て村を目指して」を掲げ、子育て支援に熱心
な自治体のひとつです。
山間地の自治体住民として、町づくりのこと、学校教育のことなど、様々な地域の課題とその
対策について住民の視点から考える場にしようと、下高自治振興区との合同で企画しました。講
演の題目等、詳細はあらためてお知らせします。

講座(行事)名

日

時

内

容

たかの体験「カエルとあそぼ」
事前申込み= 必要 定員=２０名
参加費=小学生以上 ５００円(幼児は無料)

７月 １日 (日)
１０:００～１２:００
(少雨なら実施します)

「劇団 風の子」公演「おはなし ちんどん」
申込み無用、どなたも入場無料
開場時間にご留意ください

７月３日(火)９:５０開場
会
(演出の都合上、この時
出
間以外には入れません)

場:高野保育所
演:「劇団 風の子」

絵手紙教室 ７月～１１月
計５回
事前申込み= 必要 参加費=1 回５００円

各月の第 1 金曜日
初回は７月６日(金)
９:３０ ～１１:３０

会
講

場: 上高自治振興センター
師: 八谷和子さん

『虫 ・ むし』教室
(全３回)
小学校３年生以上 定員１０名程度
参加費１５００円 と 標本箱２千円程度
申込み締切 = ７月２日(月)

７月８日(日)、2４日
(火)、８月２０日(月)
９:００～１５:００
必要な持参品があり

集合場所:上高自治振興センター
講師:中村慎吾さん、原田樹雄さん、
秋山美文さん

女子力アップ講座 (各回人数制限あり)
①「ゆかたの着付け」 ６名
②「かんたんヘアアレンジ」 １０名
事前申込み= 必要 参加費=1 回５００円

7 月１１日(水)=着付け
7 月１８日(水)=かんたん
ヘアアレンジ

会
講

集合場所:上高自治振興センター

場: 上高自治振興センター
師: 貞兼由季さん

たかの体験「チャレンジキャンプ」
７月２１日(土)１２時
定員は小学生以上の２０名
～
事前申込み=必要 町内に居住か在勤であ
２２日(日)１５時
れば２千円、それ以外の方は８千円
(１泊２日)

集合場所:上高自治振興センター
ゲ ス ト:森本崇資さん

プリザーブドフラワー教室 (秋)
「フラワーバスケット」 定員=１５名
事前申込み= 必要 参加費=２千円
申込み締切= ７月１３日(金)

７月２７日(金)
１９時～

会
講

七夕祭り in ふるさと高野

８月４日(土)１８時～

主会場:高野保健福祉センター
パレード出発:元中学校寄宿舎前

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

８月１１日 (土)９時～ 場所：上高自治振興センター隣り
なくなり次第終了
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 ： 渡邉拓昭さん
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)

場: 上高自治振興センター
師: 伊達真衣さん

