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豊田市役所 下山支所 
豊田市大沼町越田和３７－１ 
電 話 ０５６５－９０－２１１１
ＦＡＸ ０５６５－９０－３３４４
E-mail shimoyama-shisho@ 
    city.toyota.aichi.jp 

しもやまの人気者 
五平さん

人 口／ ４,７５９人(-1) 

男 性:２,３４９人(+2)

女 性:２,４１０人(-3)

世帯数／１,７０３世帯(-1)

 (６月１日現在)( ）は前月比

●とこ ろ  下山運動場
     （雨天の場合は下山トレーニングセンター） 
●内 容   ファイヤーダンス、盆踊り等 

打上げ花火
(※雨天の場合花火は中止) 

●盆踊りの練習を行います。 
○日 程 ７月２８日(木) 

８月 ２日(火)  
８月 ４日(木) 
８月 ６日(土) 

      ８月 ９日(火) 
８月１１日(木) 

○時 間 午後７時 30 分～９時  
○ところ 下山基幹集落センター 

▼問合せ 香恋の里しもやま観光協会 
     電話９０－２５３０ 

みんなでつくろう安心の街 

～犯罪にあわない！犯罪を起こさせない！犯罪を見逃さない！～

８月１日から１０日までの１０日間、「夏の安全なまちづくり県民運動」が行われます。 

▼足助警察署 電話 62-0110 

■勤務場所  

花山小学校放課後児童クラブ 

■勤務時間 

＜平日＞小学校の授業終了後（午後３時頃）～午後６時３０分 週３～５日程度 

＜夏休み７月２１日～８月３１日※土日を除く＞午前７時１５分～午後６時３０分のうち８時間以内

週４日程度 

■勤務内容 児童の保育、支援  ■資 格 １８～６９歳 

■時 給 支援員（有資格者）９５０円、補助員９２０円（交通費は別途支給） 

※有資格者とは、保育士・教員免許等を保有しているなど、要件を満たしている方 

■募集人数 ５名程度 

■申込み・問合せ

印鑑・証明写真（４×３cm）を直接下記事業所へ持参ください 

豊田市文化振興財団 放課後児童クラブ事務局（青少年センター内）

住所：豊田市小坂本町１－２５ 電話３３－１５３７ 

※写真は昨年の様子 
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■と き ８月２０日(土)午前１０時～午後３時３０分 

■ところ 腰掛山荘  

■定 員 先着２０人（２０代～４０代の独身男性） 

■参加費 ６，０００円 

■申込み・問合せ  

８月５日(金)までに  

下山支所 地域振興担当 

まで電話 90-2111  

・こまめな水分補給！

→定期的に水分と塩分を補給しよう！ 

・暑さを避ける！ 

→吸湿・速乾の衣類を選ぶ！ 

・栄養バランスの良い食事！ 

  →大事なのは朝食！十分な栄養補給をしよう！ 

・適度な休憩を取る！ 

   →疲れた時は、無理をせず体を休めよう！ 

・熱中症になりにくい室内環境づくり！ 

→適度な温度調整に心がけよう！ 

▼問合せ  

足助消防署下山出張所 

 電話 90-4119 

こんな時は救急車を呼びましょう！ 

・自分で水が飲めない。 

・脱力感や倦怠感が強く動けない。 

・意識がない（おかしい）。 

・全身のけいれんがある。 

「地域に広げよう 健康づくりの輪！」 

ヘルスサポートリーダー（通称ヘルサポさん）は、栄養・運動・

休養に関して学び、地域の皆さんと楽しく健康づくりができる講座

やイベントを企画しています。現在、約３００人以上のヘルサポさ

んが、交流館を拠点に活躍しています。 

ストレッチやウオーキングで体力アップ。野菜たくさんの食事で

生活習慣病予防。 

身近な人や地域と一緒に健康づくりに取り組んでみませんか。 

・対 象：講座修了後、豊田市健康づくり協議会に入会し、地域で健康講 

座の開催など、ボランティア活動ができる人 

・日 程：8 月２日から１２月２０日（全 4回）詳細：広報とよた 6月１5 日号 

・定 員：先着３０人 

・会 場：市役所他 

・内 容：生活習慣病の予防について、健康づくりと栄養、高齢者の健康 

づくり、ストレッチ・筋力トレーニングなど 
▼問合せ 地域保健課 電話 34-6627 

里楽暮住しもやま会主催 

婚活イベント「しもコン」 

下山地区の独身男性の方 

婚活しませんか？ 
※詳しくは、しもコンＨＰをご覧ください ⇒ 

女性の方はＨＰで募集中！ 

限定 
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みなさん、しもやまのこと好きですか？しもやまのこんなところが好き！こういうところが良

い！といくつ挙げられますか？知っているようで、知らなかった「下山のいいとこ！」を発見して、

みなさんに知ってもらおう！ということで、この企画を立ち上げました。 

不定期企画ではありますが、支所長１年目の兵藤寿八と入庁１年目の井上貴道の  

凸凹コンビが、下山の魅力を少しずつ紹介して行きます。

タカ

今年は三河湖でサイ

クリングを楽しみた

い！ 

トシ
アウトドア大好き！ 
今年の目標は下山
で・・・？？？ 

＜予告編＞ 

▼と き   ７月上旬～１２月下旬 

▼ところ  市内の農地(約４７９町) 

▼内 容   農業委員、農業委員会事務局職員が直接農地を調査し、農地の管理状況を確認します。 

   現場の状況により、農地に立ち入る場合がありますのでご了承ください。 

 また、許可なく転用した場合や許可どおりに転用しなかった場合には罰則があります。 

   農地転用の手続きについては、農業委員会にご相談ください。 

▼問合せ 農業委員会事務局 電話３４－６６３９

６月１８日（土）に、和合自治区主催（協力：豊田市健康政策課・地域保健課・豊田市社会福祉協議

会下山支所）の「第１回 歩き方教室（全３回）」が開催されました。参加した５３人は、からだ測定

（インボディ）を測定した後、講師の田口直樹 氏（株・総合体力研究所）から、からだ測定結果の見

かたや、軽いストレッチを行ったり「ただ歩くのではなく、腹筋や背筋を意識して歩くこと。」などの

      話に熱心に耳を傾けていました。 

第２回は８月２０日（土）午後３時～５時 下山保健福祉センターまどいの丘で開催します。 

内容は「夏のウォーキングのポイント」です。興味のある方は是非ご参加ください。 

申込み先：下山保健福祉センターまどいの丘 電話９０－４００５ 

「自分が元気でおらないかんと思っ

て頑張るけど、無理をしてしまって

腰やひざを痛めてしまう。これを機

会に正しい歩き方を覚えて、いつま

でも元気で住み慣れた地域で暮らし

ていければいいね。」 

実行委員 
松田敏明さん 

自分のまちを愛することから始まる消費活動“地産地消”をきっかけ

に、元気な下山を発信しましょう。 

～さて問題です～ 

左の写真の石碑はどこに

あるでしょうか？ 
（答えは次回の本編で） 

ヒント：石碑に書いてありますね 
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 しもやま里山協議会（しもやま緑地管理組合）の主

催で田植え体験が行われ、市内外の親子７４人（内、子

ども３４人）が下山田代町地内の田んぼに集合しました。 

 参加者のほとんどが裸足で田んぼに入り、協議会の

メンバーから苗の植え方を教えてもらいながら、慎重

にひと苗ずつ植えている姿が見られました。 

 市内から参加した親子は「子どもがテレビで田植え

を見て「やってみたい！」と言ったので参加しました。

初めての田植えです。」と話していました。 

 この日植えた「ミネアサヒ」は環境保全型農法（有

機）慣行農法（無農薬）で管理・栽培され、秋には稲

刈り体験が行われる予定です。 

今年も恒例の「三河湖ウォークラリー」が開催されました。市内外から

１７７組７００人の参加者が初夏の三河湖周辺をウォーキングで楽しみ

ました。 

 ４人一組で子どもからお年寄りまで誰でも楽しめる、約９km の特設コ

ースを歩く人気の催しです。 

 コースは自然を楽しむだけでなく、五平餅や猪汁、地元産米のミネアサ

ヒを使ったみたらし団子など１４種類の下山の特産品を使ったアイデア

料理を食べたり、熊や猪(的ですが)などを撃つ猟師ゲームや手作り水鉄ぽ

う・竹切り等のユニークなゲームを楽しんだり。長いコースでも気がつく

とゴールになっていました。 

参加者は、美味しい料理と地元の人たちとのふれあいで下山の魅力を満

喫し、笑顔いっぱい！お腹いっぱい！「来年もまた来るね。」の声もいっ

ぱいの一日となりました。 

【しもやま里山協議会】って？ 
地元８団体が参加して、人と生態系双方にとってよりよい里山環境を守り育て、

里山の恵みを利活用し、その成果を情報発信する目的のために平成２１年に発

足しました。この田植え体験は、今回で７回目の開催になります。 

しもやまの人気者「五平マン」も登場 

記念写真ポイントで大活躍でした！ 

国外からの参加者も多く、三河湖での休憩地点

では、下山茶と足助の和菓子を堪能していました。 

参加者たちからは、三河湖を見て「ナイス！」

や「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ！」と言う声が盛んに聞

こえてきました。 

サイクリングをしながら、地域の食材や自然を楽しむ

催しが足助・下山地区などをまたいで行われました。 
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豊田市生涯学習センター下山交流館 
開 館 時 間：午前9時～午後9時 

（図書の貸出・返却は午後8時まで） 
休 館 日：月曜日（祝日、振替休日を除く）・年末年始 
連 絡 先：TEL0565-91-1650/FAX0565-91-1030 
ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ：http://ph-toyota.jp/guide/shimoyama/ 
指定管理者：公益財団法人豊田市文化振興財団

◆テストコース工事見学会◆ 

日  時：８月 27 日（土）14：00～16：00 

場  所：トヨタテストコース東工区 

   内  容：工事現場見学と大型重機などの 

          工事車両見学 

   定  員：地域にお住まいの方 100 人 

   申込み：７月 23 日（土）9：30～ 

           先着順／窓口優先 

６月 3 日（金）10：00～12：00 参加者 11 人 

さわやかな風を感じながら交流館北側のテラス

で開催しました。明日から、すぐに実践できそうな内

容で、参加者からは「水と肥料のやり方が参考にな

りました。」「たくさんの花から選ぶ楽しさもあった。」

と好評でした。 

下山交流館ふれあいまつり参加者募集 

日 時：１０月２２日（土）・23 日（日） 

          10：00～15：00 

会 場：下山交流館・下山基幹集落センター 

内 容：作品展示・芸能発表・バザー・ 

各種体験など 

皆さんの芸能発表や作品の展示、バザーなど 

の参加を募集しています。 

【問合せ・申込み】下山交流館 

晩秋の「保殿の七滝」  岩田 英夫 作 

≪未来に残したい豊田の風景≫ その３

駐車場利用について 

７月 22 日（金）   18：00～20：30 頃 

支所内、憩の家側の駐車場で『宇宙開発者 

と共に夏の星空探訪ｉｎ下山』講座 

を開催します。安全のためにも車の 

出入りをご遠慮ください。 

駐車は支所側にお願いします。 

「保殿の七滝」の

名は、変化に富

んだ七つの滝

が、300ｍにもわ

たって流れを織

りなす情景から

命名されました。

晩秋の紅葉の季

節には、息をの

むほどの渓流美

が、見られます。 

交流館の駐車場で集合した後、大型バス

に乗ってテストコースへ向かいます。 

地域活性化講座  

◇季節を彩る寄せ植えをしよう Part1◇

６月３日 参加者 8人 

有志の皆さんで花壇

の植替えをしました。 

夏にむけてベゴニア

とトレニアを植えまし

た。 

花いっぱいに 




