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人 口／４，６３０人(＋1) 
男 性:２,２９８人(＋6) 
女 性:２,３３２人(－5) 

世帯数／１，６８２世帯(+3) 
(８月１日現在)（ ）は前月比

今年も下山運動場で夏の恒例行事“夏まつり”が盛大に開
催され、浴衣を着た来場客でにぎわいました。会場は心地
よい風の中、子どもたちの作った風鈴が「チリンチリン」
と、素敵な音色を響かせていました。 
また、中学生ボランティアによる太鼓に合わせ、手を繋
いで輪になって盆踊りを踊る光景は、夏祭りらしさを感じ
ることができました。夏祭りのファイナルは６０基の花火。
打ち上げられると、間近で見える迫力の花火に「すごい 」
などの歓声が上がり、観客を魅了していました。 

小松野町出身 小島
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 選手 
「豊田市わがまちアスリート」第１号に認定 

今年５月に行われた「ＦＩＦＡ Ｕ－２０ワールドカップ韓国
２０１７」に日本代表ゴールキーパーとして出場した小松野町出
身の小島亨介選手が「豊田市わがまちアスリート」の第１号に認
定されました。（写真は 7月 29 日の認定証進呈式） 
 下山地区出身のアスリートが世界を舞台に活躍しています。東
京オリンピックでも活躍が期待されている小島選手、要チェック
です 
 皆さん、小島選手の活躍を一緒に応援しましょう 

「豊田市わがまちアスリート」って？ 

市では、豊田市ゆかりの東京オリンピック・パラリンピック強化

選手やメダル候補選手や日本代表選手など、今後の活躍が期待され

るアスリートを「わがまちアスリート」として認定します。今後、

選手のＰＲを行うなど、市民が一体となって応援できるよう盛り上

げていきます。 
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昨年、市内の一般的には知られていないけど一人一人が知っている「とっておき」のスポットの写真
を募集する「とよた推しスポットコンテスト」が開催されました。今回、入賞作品を下山支所で展示し
ます。とよたの「とっておき」を共有してみませんか 新しい魅力に気づくかもしれませんよ。
▼期 間  平成２９年１０月５日（木）から１０月１２日（木）まで 
▼場 所  下山支所 ロビー（正面玄関入って右側のスペース） 
▼展示物  大賞、優秀賞、入選した写真 

Ｑ１ ごみは指定ごみ袋に入らなくても、出してもいいですか。
Ａ１ ごみステーションで収集するものは、指定ごみ袋に入って口がしばってあるものが原則となりま

す。2枚で覆い被せて出していただくことはできません。はみ出したりする大きさのものは、粗
大ごみとして処分してください。 

Ｑ２ 自分でごみ処理場に持ち込みたいけど、どこに持って行けばいいですか 
Ａ２  分別して、それぞれの処分場に持ち込んでください。受付時間・手数料等の詳細は各施設にお

問合せください。 
燃やすごみ 
渡刈クリーンセンター 渡刈町大明神３９－３ 電話２８－２０００ 

    藤岡プラント 下川口町奥山５１６－４ 電話７６－２０２７ 
    金属ごみ・埋めるごみ・ガラスびん・飲料かん 
    グリーン・クリーンふじの丘 藤岡飯野町大川ケ原１１６１－８９ 電話７５－２１０１ 
    刈草・せん定枝 
    緑のリサイクルセンター 枝下町下笹沢１９７ 電話４３－２０８０ 
Ｑ３ 粗大ごみ等を直接処分場へ持込むために、軽トラックを貸出してくれると聞いたのですが。
Ａ３  1 回 3,000 円（午前 8時 30分から午後5時までの間）で貸出しをしています。 

電話 71-3003（清掃業務課） で空き状況を確認してください。予約ができます。 
Ｑ４ 道路にごみ（不法投棄）を見つけたけれど、どうすればいいですか。
Ａ４ 道路の管理者が対応します。担当部署を確認しますので、お名前・連絡先・不法投棄物のある場

所・内容を支所にお知らせください。 

【クマを目撃したら】 
目撃情報は次の内容を支所（電話９０－４４１１）に連絡をしてください。 
猟友会、警察、市で現地を確認し対応します。 
・目撃時刻や位置、状況等 
・個体の頭数、大きさ、移動した方向 
・個体の痕跡（足跡・爪痕・糞の状況）など 

最近、市内でツキノワグマが目撃されています。本来、ツキノワグマは臆病な性質で人の存在に気
づけば逃げてしまうことが多い動物ですが、餌を求めて人里にも出没することがあります。出会い頭
に突然出くわした場合などは、驚いて攻撃することがあります。山にハイキングやキノコ採りに入っ
たりする時には、笛や鈴などの「鳴り物」を身につけるなどして十分注意しましょう。 
【クマに万が一出会ったときには】 
・落ち着いて立ち止まることが肝心です。動きを観察しながら少しずつ後退しましょう。 
・よく言われる「死んだふり」は効果がありません。逆に攻撃を誘うことがあり、危険です。 
・クマが近づいてくるような場合は、荷物をクマとの間に投げ捨てて注意をそらしながら、後退しま
しょう。 
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阿蔵自治区主催の盆踊り大会で阿蔵念仏踊りが披露さ
れました。 
笛や掛け声に合わせて、太鼓を叩きながら片足を蹴っ
て飛び跳ねるように踊る姿が印象的でした。地域に受け
継がれる伝統文化の趣を味わうことができ、市内外から
の見物客も盛んにカメラのシャッターを押していまし
た。 
会場は、お盆の時期に帰省している方も見受けられ、
たくさんの笑い声が響き、賑わっていました。

７月２９日（土）
しもやま産のスギの板でものづくり 

グループホーム下山の森の入所者５人と職員の皆さん
が、支所の玄関で交通安全の立哨活動を行いました。 
 今年の春先から活動を開始して今回で３回目。支所での
活動は初めてになります。 
体調に配慮しながら、来庁者に声掛けや通過する車に手
を振ったりして、交通安全の呼びかけを行いました。 
今後も継続されるそうです。皆さんも、見かけたら声を
かけてくださいね。暑い中、ありがとうございました。 

****************************************************************************************************

８月１５日（火）
阿蔵念仏踊り

「阿蔵念仏踊り」は、１５０年以上の歴史をもつ古い民俗芸能です。市の指定無形民俗
文化財の指定を受けています。囃子

は や し

と踊りと唱
とな
えごとを組合せた盆供養の芸能で、特に「跳

は
ね込

こ
み」と

呼ぶ踊りは、下駄履きで大きな太鼓を打ちながら激しい踊りの連続です。 
 一時途絶えましたが、地域の人たちの連帯意識の高まりによって、みごと復活して今に至ります。こ
れからも、地域の皆さんの熱い想いをのせて、踊り継がれることでしょう。 
この話は、平成１６年７月１５日号「香恋の里しもやま」に掲載した「下山村の民話」の宇野先生のひとことから許可を得て抜粋・加筆しました。 

****************************************************************************************************

豊田市森林組合下山支所主催の「きこりと一緒にしもや
まの木でものづくり 」が開催され、市内から２５人が参
加しました。２０ｃｍ×1.5ｃｍ×２ｍのスギの板を２枚渡
されると、参加者たちは鳥の巣箱やプランターなどを作成
して、昼の休憩時間も忘れそうになるくらい真剣に取組ん
でいました。 
 小学５年生の女の子は「のこぎりで初めて木を切った。
まっすぐに切れなくて難しかったけど、みんな（森林組合
の職員さん）に手伝ってもらって自分のゴミ箱が作れてよ
かった。」と、満足気な顔で話してくれました。 

７月２６日（水）
下山の森の入所者の皆さんが立哨活動 

こぼれ話 *************************************************************************************
***************
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足助消防署管内では高齢者の方が地域内で健康に安心して暮らしていただくために、地域ふれあい 
サロンの場へ消防署員が出向き、高齢者の方に防災、減災意識を高めてもらうとともに万一の病気、 
怪我への対処を知っていただくため、以下の内容について講話を行っています。

【ふれあいサロン防災セミナーの申込先】 
豊田市社会福祉協議会下山支所（まどいの丘包括支援センター）電話９０－４３３５へ
直接お申込みください。 

主な受講内容
① 火事を出さない、被害に遭わない工夫 
② 地震から身を守る工夫 
③ 風水害から身を守る工夫 
④ 避難勧告、避難指示とは 
⑤ 健康異常を感じたら早めに救急要請を（足助地区の救急業務の特徴について）
⑥ 熱中症対策、食中毒予防、蜂刺し・マムシに咬まれたら 
⑦ 脳疾患、心疾患予防のための工夫 
⑧ その他（上記以外で希望される内容） 

【問合せ】足助消防署下山出張所 電話 ９０－４１１９

と き １０月２１日(土)・２２日(日) 午前10 時 午後４時 
ところ 下山支所周辺 
内 容 ジャンボ五平餅づくり 
    キッズダンス 
    各種ステージイベント 
    大抽選会 など盛りだくさん  
駐車場 下山運動場、トレーニングセンター、下山中学校をご利用ください。 
問合せ 香恋の里しもやま観光協会 電話９０－２５３０  

雨天決行

※内容は予告無く変更する場合があります。
 （この記事は８月中旬現在の情報です。） 
※詳細は新聞・チラシ等でご確認ください。 
※シルバー活きいき感謝祭は２１日のみ開催です。

同 時

開 催

※写真は昨年の様子

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  

１０月１１日から２０日までの１０日間、 
「秋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
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通称ヘルサポ、健康づくり講座や地域の行事

のお手伝い等ボランティア活動をしています。

現在会員 12 人、まどいの丘で毎月第３木曜日に 

     定例会を行っ 

ています。 

只今、会員 

募集中！ 

６月 18 日(日)・８月３日(木) 全２回  

参加者４人 

身近な材料の竹を利用したスプーンの作り方を

学び、夏休みこどもフェスタで小学生に教えまし

た。防災を身近に感じることができました。 

中高生講座 

８月３日(木)10:00～15:00 参加者 54人 

竹のスプーンやわりばしてっぽうを作り、手

作りの良さを体験。作ったスプーンでカレーを

食べ、中高生企画の的あてゲームを楽しみました。 

共催/花山・巴ヶ丘放課後児童クラブ 

【 感 想 】 

作るのがむ

ずかしかった

けど高校生の

お兄さんに教

えてもらって

楽しかった。 

８月１日(火)～４日(金)の４日間 

平成 30 年下山地区新成人を祝う会

主催：下山地区コミュニティ会議・しもやまスポーツクラブ 

   下山スポーツフェスタ実行委員会 

日時 平成 29年 10 月 15 日(日)８:30～16:00 

場所 下山中学校グランド 

※雨天は下山中学校体育館 

★下山スポーツフェスタ開催（11:30～13:30） 

★懐かしの体育大会の写真展示

２年生の濱崎志康さんと加藤優依さんが職

場体験を通し、「あいさつははっきりと。笑顔で

対応することが大切。」という事を学びました。 

【 感 想 】 

仕事は思っ

たより多く大

変でした。緊張

していました

が、楽しかった

です。 

とき 平成 30年１月７日(日) 

受付 10:30～  式典 11:00 

場所 下山基幹集落センター 

※参加地区の変更申込みを受付中。

「下山交流館へおいでよ！」ポイント！ 

☆多くのご参加ありがとうございました。 

↑夏休みこどもフェスタで地産地消のカレー作り 

第 70 回 下山地区体育大会 

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
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