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第６回高齢者福祉部会グラウンドゴルフ大会 ８月２８日(火)
(兼 交通安全運動推進大会)
８月２８日の午前、５２名の参加者で開催し、上位
４名が同じ６５打でのホールアウトでしたが、大会
規定により順位を決定しました。
決まりました。

優

勝

出口富子さん

65 打

準優勝

藤原 等さん

65 打

第三位

土居武司さん

65 打

義志友幸さん

65 打

庄原地区交通
安全協会長賞
左から
藤原さん
出口さん
土居さん
義志さん

「虫・むし教室」 ８月２０日(月)

７月２４日から始まった３回シリーズの「虫・
むし教室」。初日は南の大鬼谷キャンプ場付近、2
回目は毛無山の麓で採集を行いました。８月２０
日は、自分が採った昆虫を標本作成の工程に従っ
て仕上げ、虫・むし教室のまとめとしました。
生き生きした姿で展示するための作業(展足・て
んそく)を済ませた標本を丁寧に標本箱におさめ、
正確な名前を調べ、採取地なども記したラベルも
作ります。詳しい図鑑で調べる際やよく似た物の
判別の際には講師の力を借ります。最終日に間に
合った中村慎吾さんと原田樹雄さん秋山美文さん
の講師陣３名が、小学生達に解りやすい解説を行
い、夏休みの自由課題を超えた(?) 立派な作品が
仕上がりました。

高野地域自治振興区連絡協議会グラウンドゴルフ大会 ９月２日(日)

団体の部

１５回目となる今回は、大雨の直
後と降雨警報発令中のため翌日
に順延し、９月２日午前、各自治
会の代表計８２名の参加で開催
されました。
個人の部の成績上位者男女各
５名の方は、１０月１３日の庄原
市民健康づくりグラウンドゴル
フ大会に、高野町代表として出場
されます。ご健闘を祈ります。

個人の部

勝

中門田 A チーム

優

勝

柳迫利一さん

63 打

準優勝

和南原 B チーム

準優勝

白根憲三さん

64 打

第三位

和南原 C チーム

第三位

土居武司さん

64 打

優

<

左から 白根さん、柳迫さん、土居さん

地域の話題 「夏祭り」
〇「湯川夏まつり」８月１２日夕刻 湯川会主催
湯川コミュニティーセンターを会場に開催。三次市君田から招いた「茂田
神楽団」が、塵倫、八岐大蛇ほかの演目を上演。湯川会による屋台出店や

湯川夏まつり

「お楽しみ抽選会」も行われて賑わいました。神楽観覧のため、町外から
の来場者もありました。
〇「和南原夏祭り」 ８月１３日夕刻 和南原自治会、和南原青年会主催
和南原コミュニティーセンターを会場に、地元の銭ガールズによる銭太鼓、プロ歌手 竹川美子歌謡
ショーのほか、射的や金魚すくいもあり、大人も子どもも喜ぶ嗜好で盛り上がりました。

「刃物研ぎ」を行いました

９月１１日(火)

６月に続き２回目の「刃物研ぎ」を企画・実施しました。今回は稲刈りの
時期に対応し”鎌”を対象にし、1 人２丁までとした結果、２５丁の持込み。
研ぎ師は前回同様 天野さん、加島さん、柳川さんにお願いしました。
実施希望がありましたら、上高自治振興センターにご相談ください。

文化祭(１１月４日)の出演者及び展示品の募集
今年も文化祭を開催することとなりました。手作りの祭典を盛り上げるため、歌(唄)や舞踊、寸劇
などの出演者を募集いたします。お仲間でもお一人でもどうぞ申込みください。
また、絵画・書道、手芸や工芸の展示も募集します。なお、プログラム作成の都合からステージ発
表については１０月２日(火)までに上高自治振興センター(☎86-2214)にお知らせください。

１０月２８日(日)開催の「比婆いざなみ街道マラニック」のコースになります
マラソンとピクニックを掛け合わせた名称の「マラニック」が１０月２８日(日)に開催されます。
今年の長距離(66km)コースには高野町内の道が入っています。下図のとおり、比和町から王居峠を
越え、
「湯川コミュニティーセンター」を経由、新市(上市)から「南の緑の村文化センター」を経由
し、下高で折り返し「高野支所」
、上市の「母さん市」を経由、復路も湯川コミュニティーセンター
を通り、比和町に戻るコースです。
コース上の複数箇所に休憩地点となる「エイドステーション」を設け、出場者に給水などのサー
ビスを提供するため、沿道の自治会や関係の方にご支援をお願いしているところです。地域の皆様
にはお手数をかけますが、マラニック実施へのご支援と併せ、出場者への応援をよろしくお願いい
たします。往路の通過予想は湯川コミュニティーセンターを先頭が９時過ぎに通ると思われます。

スタート
ゴール
コース図

寄稿「学校統合を考える会」より
７月３日教育委員会より第一回説明会をして頂き、高野中学校の統廃合計画はあくまでも計画で
あり決定ではない。住民合意が無いと統合出来ないとの事でした。
しかしながら質疑応答は噛み合わない部分もあり、今後高野の子供達の教育の魅力化や地域づく
り等住民が向き合っていかなければならないと感じました。

(前田 智永)

上高自治振興センターのニュース
(1)改修工事が９月初めに完了
平成３０年度の市の予算で次の工事ができました。
〇振興センター２階のパソコン教室及び工作室の窓が二重窓になりました。
〇トイレの整備 １階・２階の女子トイレ各１か所が洋式の洗浄機能付きになりました。
〇正面玄関脇の樋の改修

(2)清涼飲料水の自動販売機の設置
ダイドードリンコ社と庄原市との契約で設置が決まり、８月末に構内駐車場の角に設置されま
した。電気料金は別メーターで計測し設置会社が支払います。維持管理も会社が行いますが、当
自治振興区は場所提供の対価に代えて、災害時に役立つ「長期賞味期限食品」(２０２５年６月
まで保存可能)３００食を受け取りました。豚汁やハンバーグ、野菜カレー等です。
災害はないに限りますが、非常食の概念を越してけっこう美味しいようです。

講座(行事)名

日

時

内

容

絵手紙教室 ８月～１１月 各月１回
事前申込み必要 参加費=1 回５００円
用具は用意します。描く素材のご持参を。

各月の第 1 金曜日
次回は 10 月 5 日(金)
９:３０ ～１１:３０

会 場: 上高自治振興センター
講 師: 八谷和子さん

たかの体験「稲刈り」定番の昼食付き
要申込み 定員２０名 大人１５００円
小学生１０００円 幼児無料

１０月７日(日)
１０時～１３時

集合場所:上高自治振興
センター

たかの体験「芋ほり」 昼食付き
要申込み 定員２０名 大人１５００円
小学生１０００円 幼児無料

１０月１３日(土)
１０時～１３時

集合場所:上高自治振興
センター

女子力 UP 美文字教室 参加費５００円
申込み締切 １０月１６日(火)

１０月２０日(土)
１３時半～１５時

会 場: 上高自治振興センター
講 師: 谷口直美さん

*高野保育所との世代間交流を行います

たかの体験「秋祭り」お祭りのごちそう付き
１０月２８日(日)
要申込み 定員２０名 大人１５００円
１３時～１６時
小学生１０００円 幼児無料

集合場所:和南原コミュニ
ティーセンター

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 ： 広沢麻子さん
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)

子ども塾

講師の紹介

広沢 麻子(ひろさわ あさこ)さん

アメリカの大学卒業後 多国籍企業でシアトル、上海、東京にて勤務
２０１４年から庄原、三次、比和で、小・中・高から大人まで、英会話から
受験・受験対策、ビジネス英語を教えている。
英語を学ぶきっかけ
小 5 の時に観た映画に感動。それを字幕なしで理解し、役者さんと直接話し
たいと思ったから。それ以降、色々な言語を覚えるのが趣味になった。

塾の生徒に望むこと
各々が今よりも英語が好きになり、得意になれるような環境を一緒に作っていければうれしい。

寄付をいただきました
○ 堀江修治さん(新市)から、御母堂逝去の香典返しにかえて 当自治振興区にご寄付いただきました。
○ 藤元慎太郎さん(新市)から、御尊父逝去の香典返しにかえて 当自治振興区にご寄付いただきまし
た。
上高自治振興区の皆さんのため有益に活用いたします。ありがとうございました。

