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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／ ４,５７７人(+1) 

男 性:２,２７７人(+3)

女 性:２,３００人(-2)

世帯数／１,６６９世帯(+1)

(２月１日現在)( ）は前月比

●と き ６月２日（土）午前９時３０分から午後４時（雨天決行）

●ところ 三河湖周辺 

●内 容 下山の郷土色豊かなアイデア料理・特産品の飲食や、ポイントごとの 

ゲームを楽しみながら約９km のコースを歩きます。 

●対 象 成人を含む４人１組 

●定 員 先着２５０チーム 

●参加料 １組１０，８００円 

●申込み ５月７日(月)（消印有効）までに 

参加者全員の郵便番号・住所・氏名・年齢・性別・電話番号を 

記入して、ファックス又は郵送で事務局へ申込みしてください。 

※電話での申込みはできません。 

2 月１９（月）まどいの丘で「土づくり」をテーマとした講演会に、
地区内外から６８名が参加しました。 
講師の吉田俊道さんは、全国を飛び回る有機農家。土ごと発酵させる
「菌ちゃん農法」は、家庭からでる生ごみや厄介者である雑草など微生
物の力を借りて作る農法。ユーモアたっぷりの話の中に、菌のパワーの
素晴らしさ、自然界の循環の仕組みの重要性など深みのある内容でし
た。講演を受けて、午後から近くの圃場で実技を行い、土づくりのポイ
ントを学ぶことが出来ました。今後、地域に広まっていくことでしょう。 

「しもやま支所だより」では地域の情報を募集しています 
皆さまの身近なところにあるホットな情報をお寄せください。 

▼連絡先 下山支所市民生活担当 ９０－４４１１

●と き ４月２９日（日） 午前１０時から午後３時 

●ところ 下山支所周辺 

●内  容  巨大こいのぼり（１５ｍ）の作成、郷土料理・特産品の販売、

菌打ち体験、イリュージョンなど 

★イベント情報等の問合せ★  

香恋の里しもやま観光協会事務局

〒444-3242 大沼町越田和３７－１ 
電話/FAX ９０－２５３０ 

使われなくなったこいのぼり募集中！
 ご自宅に眠っている「こいのぼり」をもう一度、

青空に泳がせてみませんか？ 

和合自治区が地域ビジョンで土づくり講座を主催 

菌ちゃん農法を教わる参加者 
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 得々！大満足！～香恋の館編～ 

しもやまバス車内でもらえるクーポン券を下記店舗に持っていくと、 

特典サービスがあります  
クーポンは車内で配布していますので、運転手さんにもらってくださいね。 

クーポン券ください。 

どうぞ 

特典クーポンでコロッケください♪ 

わーい！ 

はい、コロッケだよ 

① しもやまバスに乗る ② バスでクーポン券をもらう ③ お店で特典と交換する 

クーポン利用ですね 

④コロッケもらえて大満足★★★ このお店では乗車券ももらえたので、帰りのバスで使いました！

おいしい！ 
あつあつ！ 

ありがとう！！ 

帰りの乗車券ももらえた！ 

行くよ～♪ 

※定休日等の詳細は直接店舗にお問合せをお願いします。 

平成30年４～９月

バス停番号 店  名 特  典  内  容 電  話

123 壱利岐 毎週金曜１８時までに来店の方にバス乗車券２００円分と生ビール中１杯サービス 90-3630

131 美容室ソレイユ バス乗車券往復４００円分をプレゼント 90-3338

206 食事処しもやまの里 飲食または買い物をされた方にバス乗車券２００円分をプレゼント 90-3003

219 近藤商店 買い物された方にバス乗車券２００円分をプレゼント 90-2016

519 三河高原キャンプ村 定食を注文された方にコーヒーサービス 90-3530

606 手づくり工房山遊里 ジェラートアイス（シングル）３００円を２００円で販売 91-1186

610 かじか苑 1,000円以上飲食された方にバス乗車券２００円分をプレゼント 90-3320

611 香恋の館 買い物された方にバス乗車券往復４００円分とミネアサヒコロッケ2個プレゼント 90-4120

612 三河湖観光センター 定食を注文された方にコーヒーサービス 90-3510

613 三河路 2,000円以上飲食された方にバス乗車券２００円分をプレゼント 90-3472

613 うなぎの三河 買い物された方にバス乗車券２００円分をプレゼント 90-3473

614 腰掛山荘

ランチ1,000円以上１０％o 
ディナー2,000円以上１０％o 
    3,000円以上バス乗車券往復４００円分プレゼント
※どのコースもソフトドリンク1杯サービス
 いずれも事前予約必要

90-3474

622 やまびこ バス乗車券２００円分をプレゼント 90-3535

624 山根家 食事された方にドリンクサービス 90-3470
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下山地域会議では、下山のまちづくりに向けた取組として、平成３０年度は、５つの地域予
算提案事業（新規１事業、継続４事業）を実施します。

「香恋の里しもやま」鯉恋物語事業 
◆事業の概要
地域主体で掲揚している鯉のぼりと恋をテーマに地域観光の推進を図ります。

＜平成３０年度実施予定＞ 
・鯉のぼりの募集 ・保管場所の整備 ・三河湖に恋愛スポットの設置

下山の親しむ木、遊べる森づくり事業 
◆事業の概要 
森林の魅力を知ってもらうため、木に触れる機会や遊べる森づくりを実施します。 

＜平成３０年度実施予定＞ 
・木に触れる機会づくりの検討 ・下山産材を使用した積み木の製作

しもやま住んでみりん定住促進事業 
◆事業の概要 
里楽暮住（リラックス）しもやま会を中心に、移住・定住促進を図ります。

＜平成３０年度実施予定＞ 
・空き家情報バンクの推進 ・若者との意見交換会 ・交流イベントの実施

下山地区支障木伐採事業
◆事業目的 
交通の妨げになる支障木の伐採を実施し、生活道路の安全性の向上を 
図ります。 
◆事業の背景 
冬場、日当たりが悪く路面状況が悪い道路が地域内にあります。 
また、自治区や組をまたぐ道路は、支障木の対策がしづらいという課題が挙がっています。 
◆実施する内容 
 ○平成２９年度に各自治区より提出された伐採要望箇所を３年間で伐採する予定です。 
 ○各自治区からの要望箇所（道路沿い約１ｋｍ区間×７自治区）を順次伐採予定です。 
 ○伐採後の保全は、各自治区や土地所有者で実施してもらいます。 

香恋の里しもやま・スポーツ事業 
◆事業の概要 
スポーツを観光資源として三河湖を中心とした交流人口の増加を図ります。

＜平成３０年度実施予定＞ 
・スポーツ環境の整備 ・スポーツイベントの実施

新規事業

継続事業

下山地域会議から

平成３０年度地域予算提案事業
～地域課題解決に向けた共働によるまちづくり～
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▼問合せ 足助消防署下山出張所 電話 90-4119 

林野火災は春先に多く発生しています。 
春先は、降雨量が少なく空気が乾燥し、強風が吹く中で野焼
きが行われたり、山菜採りや森林レクリエーションなどによる
入山者が増加することなどによるものと考えられます。 
林野周辺に居住している方や、業務により入山する機会の多
い時には、気象状況や周囲の可燃物の状況に注意するとともに
近くに消火用の水を必ず用意し、火から離れないようにするな
ど十分な管理をしてください。 

野外焼却の禁止
すべての方が、例外を除き廃棄物の焼却ができません。
【例外】 
① 焼き畑、畔の草、下枝の焼却 
② 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー 
③ 正月の「門松、しめ縄等」を焚く行事 
④ 河川敷の草焼き、災害等の応急対策、火災予防訓練 
⑤ 廃棄物処理基準に基づく廃棄物の焼却 

                 （プラスチック、ビニール類は焼却できません） 

●火災と勘違いされるような煙等を出すときは、
【火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為届出書】 
を消防署に届け出てください。 
＊この届出は、焼却の許可ではありません。 
あくまで火災と間違えないようにするための届出です。 

１年間「下山五平餅マスター」を目指して五平餅に必
要な米作り、味噌ダレ作りや棒へのご飯のつけ方など、
地域の人達に助けてもらいながら学習を進めてきまし
た。 
 今回、家族に振る舞うということで、各班に分かれ作
業を行いました。手際よく味噌ダレ作りをする姿や食器
洗いなど自主的に考え行動する姿に、ご家族は子どもの
成長を感じているようでした。 
「最初は材料の配合が分からなくて味噌キャラメルに
なったけど、おいしくできた。」と、試行錯誤したこと
を話してくれました。炭火で焼いた五平餅を一口食べる
と「おいしいね♪」の声が教室いっぱいになりました。 

行けるはず まだ渡れるは もう危険 
～子供と高齢者を交通事故から守ろう～ 

２月３日(土) 学校公開日 

花山小学校５年生 総合学習

米作りの指導
をしてくれた

浅見さんも来
てくれたよ。 

▼問合せ 足助警察署 電話 62-0110 
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制作した作品や趣味の作品、園児・児童生徒の

作品など個人・団体は問いません。 

★展示期間は１ヶ月間です。 

★展示ケースサイズ 

（60 ㎝×170 ㎝×高さ前 35 ㎝・後ろ 50 ㎝） 

★パネル展示もできます。

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

手芸、体力アップ、絵画、茶道など、興味があ

ること教えてください。ジャンルは問いません。

一緒に楽しむ仲間を作りましょう！ 

29 年度は、「フラ＆メイク」「ささゆりを見て楽

しむ会」「おしどり夫婦は詐欺のカモ！」「大人が

楽しむ燻製教室」を開講しました。 

あなたの「学びたいこと」 

「やりたいこと」を 

交流館が応援します！

【問合せ：交流館窓口まで】 

ロビー展示作品募集！！ 

日頃の学習成果の発表やグループ活動の PR 

フラダンス      ささゆりの散策 花山小学校の児童作品  ロザフィアクセサリー 

講 座 期 日 内 容 

郷土料理① 

豆腐を食す！ 
５月 30 日（水） 『豆腐作り』と『おから、豆乳料理』を学ぶ 

香恋の四季を写す 2018 初夏 ６月 1０日（日）
プロのカメラマンからテクニックを学び、美しい

下山の風景を写す 

初夏を楽しむささゆり散歩 ６月 16 日（土） ささゆり鑑賞会、ささゆりの育て方、守り方の話 

ゆかたを着て 

民踊をおどってみよう 
７月 21 日（土） 浴衣の着付けを学び、民踊をおどる 

夜の昆虫観察会 ８月４日（土） 野外料理と昆虫観察 

テストコース工事見学会 ８月 環境に配慮した工事の様子を見学する 

※他にもいろいろな講座を計画しています。講座名・内容等変更する場合があります。 
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