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わくわく事業は、地域資源（人、歴史、文化等）を活用し、地域課題の解決や地域の活性化
に取り組む団体を支援する制度です。 
■募集期間 平成２９年４月３日（月） ４月１４日（金） 
★申請前には必ず事前相談をしてください。２月１５日（水）以降は、いつでも結構です。
■応募資格・要件 
・５人以上で組織された団体  
・活動が当該地域の多数の住民に支持されると認められる団体       
・政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としていない団体 
・暴力団でない団体、暴力団員が役員となっていない団体かつ暴力団又は暴力団員と密接な関
係を有しない団体 
■対象となる事業 
① 保健、医療、福祉を通して地域づくりを推進する事業 
② 伝統、文化、郷土芸能、スポーツを通して地域づくりを推進する事業 
③ 安全・安心な地域づくりを推進する事業 
④ 生活環境の改善、景観づくり、自然環境保全を図る事業  
⑤ 子どもの健全育成を通じて地域づくりを推進する事業 
⑥ 地域の特性を生かした産業振興のための事業 
⑦ 地域づくりの助言や提案を受けるための事業 
⑧ その他個性豊かな住みよい地域社会を構築するための事業  
■前年度からの変更点 
・補助対象経費２０万円以下の申請については、書類審査のみとなります。 
 （ただし、地域会議が必要と認めた団体は、公開審査を行います。） 
■問合せ 
興味のある方は、下山地域会議又は下山支所地域振興担当にご相談ください。 
  下山地域会議事務局（下山支所地域振興担当内） 電話 90-2111 

と き 平成２９年3月１１日（土） 午前９時１５分 正午
ところ 下山交流館２階多目的ルーム 
内 容 ・わくわく事業補助金活用団体の活動報告 

      ・地域会議、里楽暮住（リラックス）しもやま会の発表 
      ・各団体との意見交換会 

※ 活動団体と情報交換ができる良い機会です。途中入退場は自由なので、ぜひお越しください。

私たちの地域は、私たちの手で、もっと住みよく暮らしよく 

人 口／ ４,７００人 (-9)

男 性:２,３２１人(-3)

女 性:２,３７９人(-6)

世帯数／１,６８１世帯(-4)

(１月１日現在)( ）は前月比
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いなか暮らし説明会 

・空き家、宅地候補地

の現地説明会 

・Ⅰ
ア イ

ターン移住者との

座談会（和合地区） 

【申込みが必要です】 

・定員１０組 

まどいの丘へ申込み 

電話９０－４４８８ 

▼と き ３月２６日（日）午前１０時 午後３時
▼ところ  まどいの丘（下山保健福祉センター） 
▼内 容 詳細は配布されたチラシをご覧ください

●次の手順で出してください。 
①必ず缶の中身を使い切ってください。 
②資源ステーション（資源の日）又はリサイクルステーションの「危険ごみ」に出してください。
※収集車両の火災の原因になるため、「金属ごみ」「埋めるごみ」では出さないでください。 
分別をしていないごみは、収集できません。

 すべての方が、次の例外を除き廃棄物の焼却ができません。

例

外

▼問合せ ごみの出し方 ごみ減量推進課 71-3001 収集について 清掃業務課 71-3003

・焼き畑又は畔の草、下枝の焼却 
・落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー 
・正月の「門松、しめ縄等」を焚く行事 
・河川敷の草焼き、災害等の応急対策、火災予防訓練 
・基準を満たした焼却炉での焼却（プラスチック、ビニール類は焼却できません）

【お願い】農業を営むための焼却など例外で許される焼却であっても、煙や灰などで周りの環境に

影響を与えないよう、十分な配慮をお願いします。 

平成２８年１２月１日から「危険ごみ」の取扱いが変更されています。 
 穴開けによる事故の発生を防止するため、使い切った「スプレー缶類」は穴を開けずに出してください。
皆様のご理解とご協力をお願いします。 

▼問合せ おいでん・さんそんセンター 電話 ６２－０６１０

体験コーナー 

・こんにゃく作り 

・もちピザ作り 

・しいたけ菌打ち 

・ビーズアクセサリー

作り 

・五平マン五平餅作り

など 

「しもやま」ならでは

の飲食ブースも盛りだ

くさん！ 

※マイ箸・マイ皿を 

持って行こう！

▼問合せ 廃棄物対策課 ３４－６７１０ 

ステージイベントも楽しめるよ！
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豊田市と下山地区コミュニティ会議が主催する“新成人を祝う会”が開催され、会場となった基幹集落セ
ンターには６２名の新成人が集まりました。男性は凛々しいスーツ姿や袴姿、女性は色鮮やかな振袖な
どで華やかな式典となりました。久しぶりに会う同級生や恩師との再会に笑顔と会話が弾んでいました。
 式典では、温かい激励の言葉が送られ、新成人の「誓いのことば」では、これまで支えてくれた家族
や地域の方への感謝と、新成人としての責任・決意のことばが述べられました。式典後には新成人が企
画運営したパーティーが開かれ、和やかな雰囲気が会場を包んでいました。

１２月２０日(火)
下山中学校 地域貢献活動

成人おめでとうございます
みなさんのこれからのご活躍に期待します！

毎年１年生が高齢者クラブ（福寿会）
のメンバーと一緒に、地域の清掃活動を
行っています。 
今年は４班に分かれて、下山支所周辺
や３０１号線沿いの清掃やゴミ拾いを
行いました。 
 約１時間の作業でたくさんの落ち葉
やゴミを片づけることができて、道路な
どがきれいになりました。 
 皆さん、ありがとうございました。 

★３月３日（金）午前１０時～ 
★ひな祭り会を見ましょう 
★問合せ 東部こども園 

電話 ９０－３１７３

★３月１４日（火）午前１０時～ 
★健康相談  
★問合せ 大沼子育て支援センター 

（大沼こども園内） 
電話９０－３０２１ 



しもやま支所だより 2017.2.15 Ｐ４

▼問合せ 足助消防署下山出張所 電話 90-4119

今やインターネットは、私たちの生活には欠かせません。ですがその便利さの裏には、 
インターネットを悪用した詐欺や脅迫事案、児童ポルノ画像等を掲載したわいせつ事案等 
が多発しているほか、インターネットバンキングを狙った不正送金事案や標的型メール攻 
撃による情報流出事案が多発するなど、社会問題になっています。 
 パソコンやスマートフォンにウイルス対策ソフトをインストールして最新の状態に更新したり、不審なメ
ールは開かない・連絡しない、怪しいウェブサイトを閲覧しない等の対策をしましょう。 

火災の起こりやすい季節を迎え、火災予防意識を高め、火災による死者の減少や財産

の損失を防ぐことを目的として、この時期に行われています。 

▼と き  ３月１５日（水）午後１時３０分 午後３時３０分
▼ところ  下山支所 
▼相談員  行政相談委員（藤澤 清仁・杉浦 明道） 
▼内 容  国などの行政全般について、苦情や意見･要望等どこに相談 

してよいか分からない問題や、複数の機関が関係し、連絡や 
調整が必要な問題についても対処します。 

▼その他  予約不要、電話相談可（下山支所 電話９０－４４１１）秘密厳守 
▼問合せ 市民相談課 電話３４－６６２６

【平成２９年３月１日（水）から３月７日（火）まで】

主
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▼問合せ 足助警察署 電話 62-0110 
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写真や絵、手作りの物、コレクション等を 

ロビーに展示してみませんか？ 

気軽に事務所窓口にお問合せ下さい。 

８月にメンバーが中心となり香恋の里アート･ 

フェスタを開催しました。下山の文化を愛する 

グループ集れ！ 

みんなで大きな 

輪になって下山を 

盛りあげましょう。 

只今、会員を募集 

中です。 

“頭を使い体を動かす”いつまでも若く元気 

でいたいという思いで、週１回日舞の練習をし 

              ています。遠い 

              瀬戸市をはじめ 

              豊田市内や下山 

              地区等を年９回 

              訪問しています。

花の好きなメンバーが集まり、出来たてホヤ 

ホヤのグループです。下山憩の家の西の小道に 

６月にささゆりの 

花を見ることが出 

来ます。 

12 月には種取り 

             を実施しました。 

地域活性化講座「シニアパソコン教室」から 

発足しました。初心者でも安心！パソコンの基 

本操作とワードを 

学びます。 

４月から活動を 

開始します。

下山地区文化部会豊栄会 

活動日 毎週火曜日 13:30～16:30 

活動場所 下山憩の家 

会 費 4,000 円/月 

ささゆり下山保存会

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

図書室閉鎖について 

期 間：３月４日（土）～12 日(日) 

シニアパソコン教室 

活動日 第２･４土曜日 ９:30～11:30 

活動場所 視聴覚準備室 

会 費 1,600 円/月

ロビー展示募集！ 

書架移動のため、図書の利用ができません。 

本の返却とリクエストは通常通り行います。 

作業にともない、11・12・13 会議室が 

利用できません。 

ご迷惑をおかけします。 
ご参加ありがとうございました。 

春もやるから楽しみにしてね！ 

「下山交流館へおいでよ！」ポイント！ 

活動日 不定期 ９:00～12:00 

活動場所 12 会議室 

会 費 1,000 円/年 

活動日 不定期(総会他) 

活動場所 12 会議室 




