２月号
(令和２年２月２０日発行)
庄原市高野町新市 1283
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FAX86‐2357

e-mail: kamitaka.zichi@gmail.com

行

事

名

日

時

内

子ども塾（中学生）＜数学 1・2 年＞
＜数学３年＞

3 月 1 日（日）
10：00～14：00
3 月 10・17・24 日（火曜日）
9：30～11：30
3 月 11・18・25 日（水曜日）
9：30～11：30
毎週 月曜日・水曜日
毎回 16：00～17：30
毎週 木曜日 17：30～18：30
毎週 木曜日 18：40～19：40

子ども塾（中学生）＜英語 1 年＞

毎週 金曜日

17：30～19：00

子ども塾（中学生）＜英語２年＞

毎週 水曜日

17：30～19：00

子ども塾（中学生）＜英語３年＞

毎週 月曜日

17：30～19：00

俵造り実演、縄ない体験
パソコン教室（中級） 年間講座
パソコン教室（初級） 年間講座
子ども塾（小学生）毎週２回

南自治会

容

場所：道の駅たかの
料金：無料
講 師：香川麻理さん
受講料：1,500 円/月
講 師：香川麻理さん
受講料：1,500 円/月
講 師：児玉光子さん
受講料：5,000 円/月
講 師：三上紀子さん
受講料：1,500 円/月
講 師：日雨孫厚子さん
受講料：2,500 円/月
講 師：広沢麻子さん
受講料：2,500 円/月
講 師：日雨孫厚子さん
受講料：2,500 円/月

伝統行事「竜(たつ)打ち」

南自治会では、２月９日(日)伝統行事の「竜打ち」が
行われました。昔から豊作と牛馬の健康を祈念するた
め、代々受け継がれているものです。
地域の皆さんが集まり、稲わらで約 10ｍの「竜」を
編み、南地区の神木に巻き付けられました。

【俵造り・縄ない】実演
３月１日（日）１０時から、「道の駅たかの」で、米俵を造る実演を行います。
昔は稲わらを編んだ米俵で、米の出荷をしていました。この技を残そうと、米俵作り
を続ける“たかの体験手仕事隊”にお願いし、実演と縄ないの指導をしてもらいます。
参加費無料、事前申込みも不要です。多数のご来場をお待ちしています。

子ども塾

塾生募集

子ども塾は小学生週２日、中学生数学・英語は、学年分けでそれぞれ週１日開設しています。
小学生は学校での宿題を中心に学習し、毎月各自目標を立て、指導しています。
中学生も学校での宿題と、各自の学習課題により個別指導も行い、学力をつけていきます。
新年度に向けての受講者募集中です。

生涯学習講座について
生涯学習講座では、現在、パソコン教室、手芸教室、絵手紙教室など行っていますが、
新年度に希望される講座などありましたら、お知らせ下さい。

お問合せ

電話８６－２２１４

高野地域自治振興区連絡協議会だより
高野のデータ

高野地域
創生事業

( 2 / 1 現在 )
666 世帯

1
人口 1,709 人
決起大会 25
TAKANO NO YOAKE

今年度から取り組んでいる「高野地域創生
事業」の中間報告および決起大会「TAKANO NO
YOAKE」を上高自治振興センターで開催しま
した。大人 162 人、子ども 33 人の合計 195
人の参加でした。井上会長、木山市長のあい
さつからはじまり、藤山浩先生のお話の後、
高野地域創生事業 4 つのグループ「高野未来
会議」「教育」「経済」「定住」のリーダーが
中間報告をしました。その後、参加者全員で
集合写真撮影、ちょっと遅いクリスマスプレ
ゼント大交換会、小林県議会議員の乾杯でわ
いわい楽しく食事が始まりました。伝説のバ
ンド「オレンジペコ」のライブはとても盛り
上がりました。最後に島津副会長の挨拶で決
起大会は終了しました。
集まっていただいた方からは様々なご意
見を申し受けました。今後に生かしたいと思
います。
今回の決起大会に対し多方面から協賛金
を頂きました。厚くお礼申し上げます。
3 月 29 日には「住民報告会」を予定して
います。ぜひ、ご出席いただき、みんなで高
野を考えていきましょう！

みんなで輪になってプレゼント交換！

かんぱーい！

「経済」

藤山浩先生

「高野未来会議」

「教育」
4 つの部会のリーダーが
それぞれ報告しました

オレンジペコ

「定住」

第 7 回円卓会議（ 2 / 7 ）
決起大会が終わって初めての円卓会議でした。決起大会の振り
返りをしたあとは、それぞれの部会に分かれ、3 月の住民報告会に
向けて、さらに報告内容をつめていきました。また、中学生以上
の方へのアンケートを予定していますので、アンケート内容につ
いても考えていきました。あとは、3 月にもう一度円卓会議を行い、
住民報告会に向けて最終確認をするだけとなりました。

高野の教育の魅力化をみんなで考えていく
高野地域自治振興区連絡協議会「教育部」
参加申込：下高自治振興区(86-2679)

＜3 月の予定＞
行事名

開催日

高野地域の
3 月 15 日(日)
「支え合いづくりのつどい」
9:30～12:00
～地域のつながりを
場所：高野保健福祉センター
つなげるために～
令和元年度
高野地域創生事業
住民報告会

3 月 29 日(日)
13:30～
場所：上高自治振興センター

内容
高野中学生発表
シルバーリハビリ体操
講演会
「ひきこもりの理解とそのメカニズム」
講師：公認心理士 前畑 龍 氏
今年度取り組んできたことを
発表いたします。
お誘い合わせてご参加ください

第２３回 広島県雪合戦大会
２月１日（土）と２日（日）「第２３回広島県雪合戦大会雪合戦ひろしま
2020in 高野」が高野スポーツ広場で開催されました。
昨年も雪不足で、人工芝を敷き、玉だけは雪で作れましたが、今年は
雪玉も作れないため、手作りの疑似玉を作成し、大会が行われました。
両日とも天候に恵まれ、応援する家族や仲間、観客の大きな声援の
中、選手の皆さんは奮闘され熱戦が繰り広げられました。
試合後は恒例の餅まきがあり、北海道行の航空券などお楽しみの景
品が用意され、大勢の方が参加し、楽しまれていました。
これから全国大会（3/7～3/8 群馬県）もあります。大会に行かれるチ
ームの皆さんのご健闘を祈ってます。

雪合戦各部の結果
ジュニアの部
レディースの部
一般の部Ｆリーグ
一般の部Ｐリーグ

優 勝

高野雪合戦部（庄原市高野町）

準優勝

ちびすないぱーず（広島市安佐南区）

優 勝

ＮｏＮａｍｅ（島根県出雲市）

準優勝

安芸の子くまさん（広島市中区）

優 勝

新星（庄原市高野町）

準優勝

湯木ファイヤー（庄原市口和町）

優 勝

雪人（庄原市高野町）

準優勝

雪村時代（庄原市高野町）

１月２１日の審査会で応募作品１２作品か
賞
タイトル
ら、各賞が選ばれました。
金賞(雪合戦の部) 雪合戦
２月１日に雪合戦会場ステージで審査結
銀賞(雪合戦の部) 雪玉四連発
果の発表と表彰が行われました。
おおきくなりすぎ
銀賞(雪景の部）
入選作品は雪合戦特設テントに展示さ
ちゃった！
れ、大会終了後は「道の駅たかの」に２月１４
銀
日まで展示され、２月１５日以降は庄原市役 金
賞
賞
所高野支所ロビーにおいて３月中旬まで展
示されてます。皆さん是非観に行ってみて
下さい。
（雪合戦の部）

出品者

住

所

野村克己

松江市

野上研治

広島市

林美千恵

庄原市

銀賞
（雪景の部）

雪合戦大会の２日目、鍋－１グランプリが開催されました。
庄原市内外から８団体の出品があり、庄原産野菜などふんだんに使い、工夫を凝らした鍋料理を販売し、
お客さんが食事後に使った割り箸を投票箱に入れ、計った重量で順位が決められました。
約８００人の来場があり、テントの前では行列ができ、大盛況でした。
☆優

勝

チーズ鍋 （庄原バル＆カフェ・クラウド）

☆準優勝

くらね鍋[ｽｯﾎﾟﾝ]

（和創作 くらね）

☆第３位

カニ鍋 （庄原青年会議所）

ＪＡ庄原特別賞

雪室ミルク鍋 （道の駅たかの）

みどり信金特別賞

ココナッツカレー
（しょうばらホストファミリークラブ）

イベント会場 ビクトリースロー

バザー会場

