
 

月１０日（日）下山基幹集落センターで「新成人を祝う会」が開催さ
れました。
新型コロナウイルスの第３波が猛威を振るう中、主催する下山地区コミ

ュニティ会議は、一生に一度となる二十歳の門出を祝おうと感染対策を講
じた式典の準備を進めてきました。
オープニングは、地元和太鼓グループ「雅

みやび
」が屋外で演奏を披露し、

会場入り口では、マスク着用、消毒や体温チェックを徹底しました。
密を避けるため、式典会場は新成人と来賓のみとし、親族らは同施設の

別室に設置したモニターで式典の様子を見守りました。
新成人を代表し、杉浦

すぎうら
銀
ぎん
さん、津下

つ げ
萌花
も え か

さんが「この下山での出会いへ
の感謝を忘れず、明るい未来のために努力を惜しまず、強く真っすぐに生
きていく」と誓いの言葉を述べました。
新成人からは、「成人式という人生の節目、家族やたくさんの友達との

出会いに改めて感謝したい。」「社会の一員と自覚をもって、しっかりがん
ばっていきたい。」とコメントをいただきました。

感染対策講じ 新成人の門出祝う 
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地域記者を募集中！あなたの伝えたい地域情報を支所だよりに掲載しませんか！

しもやま支所だよりは豊田市ホームページからも見ることが出来ます。

▲別室で式典の様子を見守る親族

下山地区データ
人 口 ４ ２８４人

男性 ２ １３２ 人
女性 ２ １５２ 人

世帯数 １ ６６１世帯
月１日現在 は前年同月比

▲入口に設置した検温器
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■と き 令和３年３月２０日（土）～ 令和３年４月 日（日）
■ところ 下山交流館及び下山支所
■内 容 ・アクションプラン及び地区内の活動団体のパネル展示

・地区内の観光や郷土芸能などを動画で紹介
・オリジナルバッチの作製 ・わくわく事業の事業発表
・案山子（かかし）コンテストの作品展示

※ご来場の際は、各自マスクの着用や検温、手指消毒など感染症予防対策をお願いします。
また、体調不良時は、来場しないようにご配慮ください。

案山子（かかし）大募集！
自らが作成した案山子を地域に設置することで、地域への愛着を高めるとともに、笑顔（スマイル）

のかかしで下山への来訪者を迎えるために、案山子コンテストを開催します。
■内 容 月２０日から４月４日まで下山交流館に展示し、来場者が審査します。

（展示後は、鯉のぼり等に合わせて、屋外での展示をいたします。）
■案山子 材質は自由、高さ２ｍ×幅１ｍ程度、重さ３０㎏以下、の規格

屋外に展示することを想定して作成すること など
■参加費 無料（材料は、各自ご負担ください。）
■賞 品 参加賞あり。さらに、優秀作品には、３千円相当の賞品があります。
■提 出 ３月１０日（水）～１７日（水）の午前 時～午後４時に下山支所

（土日は下山交流館）に持参。

１月１５日号に掲載しました、地域で頑張っている人の表彰につきましては、１０月３１日開催
予定の交流館祭での実施を検討しておりますので、詳細が決まり次第お知らせします。

下山支所だより１２月１５日号に掲載しました、アクションプラン完成後の周知イベントとして予定
していましたＷＥ ＬＯＶＥ しもやまフェスタにつきまして、感染症予防対策のため、開催方法や開催
場所を変更いたします。

開催方法を変更します

下山まちづくりアクションプラン

下山まちづくりアクションプランの素案に対する意見や感想を募
集したところ、多くのご意見をいただきましたので、その一部をご紹
介いたします。いただいた意見は、今後、まちづくり推進協議会で検
討を進めます。
感 想
①地域で抱える問題や将来への不安・心配事に明るい兆しをもたらす
プランになっていて、今後の取組に期待します。

②個々の高齢化、少子化、人口減少に対する危機感の温度差が大きいと思っています。
提案・要望
①子育て世代、若者が住みやすいまちづくりをして欲しい。
②継続した推進のため、どのような体制で行うのか示していただきたい。
③住民が自分たちのためにやることという意識を持つ（他人事感をなくす）ために進捗状況がわかる
仕組みを作っていただきたい。

みなさんからいただいたご意見を紹介します

ＷＥ ＬＯＶＥ しもやまフェスタ
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事 業 名 内 容 予算（万円）

新規事業
暮らしの豊かさ推進事業
（生活環境）

支所の情報コーナーの整備や伝統芸能の保存
活動、郷土資料館の展示物の見直しなどを行
います。

２１６

継続事業
下山まちづくりアクションプラン
推進事業

下山まちづくりアクションプランの取組状況を
住民のみなさんに周知します。

５０

継続事業
しもやま住んでみりん定住促進事業
（移住・定住）

空き家・空き地の確保を中心とした、移住者の
受け入れ態勢の整備を実施します。

１５０

継続事業
下山観光交流促進事業
（観光）

三河湖園地の活用に向けた事業等を実施します。 ４００

継続事業
下山地区支障木伐採事業
（基盤整備）

交通の妨げになる支障木を伐採します。 １,１６９

▲太田市長にもご覧いただきました。

令和２年度 わくわく団体の活動紹介 

▶
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
公
開
中

▲代表の川合さん

▲ラリー仕様ラッピングカーや、下山中学校の生徒も出演。

令和３年度地域予算提案事業 

２０２１年１１月開催予定の世界ラリー選手権
（ＷＲＣ）の候補地である三河湖周辺の魅力や、
ラリー競技を解説した動画を作成しました。
この世界的イベントを、下山地区のみんなで

一緒になって、楽しみ、応援したいという想いを
込めています。
下山地区内の公共施設にもＤＶＤを配付し、

インターネットでも公開していますので、是非ご
覧ください。

地域予算提案事業は、地域課題の解決のために、下山地域会議が事業提案して行政
が実施する事業です。令和 年度は、下山まちづくりアクションプランに基づき次の
事業に取り組みます。

■団体名：三河湖 広報部
■事業名：三河湖 プロモーションビデオ作製
■代表者：川合晃司（野原町）

※事業名のカッコ内は、下山まちづくりアクションプランの分野です。
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行政困りごと相談 

お知らせ

令和３年度 わくわく団体募集 

感染防止に非接触型体温検知器導入 

■募集期間 令和３年３月１日（月）～４月１日（木）
■わくわく事業は、地域の課題解決や地域の活性化に関する活動を行う団体が、

１団体につき上限１００万円の補助金を活用できる制度です。地域で活動を
検討中の方は、下山支所地域振興担当までお問合せください。

■問合せ先 地域振興担当 ９０－２１１１
※募集要項は、市のホームページからダウンロード出来ます。

（下山支所窓口でも配布）

■相談内容 国などの行政全般について困りごとなどの相談を支所で行います。
■とき ３月１７日（水） １３時３０分～１５時３０分
■会場 下山支所 ２階会議室
■相談員 圡方

ひじかた
百合子
ゆ り こ

本多
ほ ん だ

剛 生
ごうしょう

【予約不要、相談無料、秘密厳守】
■問合せ先 市民相談課 ３４－６６２６

まちづくり推進協議会は、新型コロナウイルス感染防止対策に役立てようと、非接
触型体温検知器を購入しました。

機械に顔を映すだけで、マスクの上からでも瞬時に表面温度を検知することができ
ます。また付属のプリンターを使えば、検温した結果を顔写真付きでプリントするこ
とも出来ます。「人が集まる場所やイベント等で活用してもらい、地域の方が安心して
活動できれば」と加藤会長。早速、新成人を祝う会で活用しました！普段は下山支所
入口に設置してあります。利用希望の方は下山支所までご相談ください。
■問合せ 下山支所 電話 ９０－２１１１

大沼小学校では、昭和６０年から「世代を越えた地域の人々の交流やふるさとを愛
する心の育成」を目的に、伝統芸能「大沼雅楽」の継承活動に取り組んでいます。

雅楽を習うのは３年生から６年生で、上級生や地域の方が指導しています。
今年度は、思うような練習時間が取れなかったそうですが、雅楽を教え合う児童た

ちを見て、「着実に次代に継承されている」と感じました。児童からも「雅楽の時間
は楽しい」「楽器を吹くことが楽しい」と雅楽の魅力を聞くことができました。

～市無形民俗文化財「大沼雅楽」～

大沼小で「雅楽」継承 

▲雅楽の練習をしていた３，４年生

▲ヤギによるエコ除草

令和２年度活動事例 

団体名：下山わくわくファーム

※新型コロナウイルス感染症の影響で、しもやま支所だよりに掲載した事業が中止や変更になる場合があります。実施状況に
ついては、各問合せ先にご確認ください。
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豊田市下山交流館 
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

交流館やコミュニティセンター等の公共施設について、インターネット
を利用して空き状況の確認及び予約ができるようになります。 
利用手順は以下のようになります。 

① 利用者登録（登録は令和 2年 12月 1日より随時受付中）
下記 URLよりアクセスし、「利用者仮登録」を行います。 
https://toyotacity-yoyaku-nexres-portal.azurewebsites.net 
（豊田市公共施設予約システムで    もできます。） 
「利用者仮登録」を行ったら、利用者登録が可能な施設で「本登録」を
します。（交流館でできます。）利用者 IDが発行されます。 
インターネットがない場合は、交流館にある登録用紙でお申込みください。 
※本登録の際は本人確認書類が必要になりますのでお持ちください。
（運転免許証など住所・氏名・生年月日が分かるもの） 

豊田市公共施設 
予約システム 
QRコード 

豊田市公共施設予約システム 
トップページ

③ 利用予約
利用者 IDでログインし、予約したい部屋と日時、
利用人数を入力し、予約を行います。 

② 空き状況の確認
50音の施設名・部屋の種類・エリア別で検索して
確認できます。 

検索 

※利用許可書の発行にはご来館が必要となります。

リサイクル図書（10／15～11／15開催）では
ご家庭で不要になった本を 215冊寄付していた
だきました。図書館からのリサイクル本と合わ
せて 428冊を配布することができました。 
ご協力ありがとうございました！

１月９日（土）開催 

【結 果】 
１位 和出 孝之さん 

４勝 1敗 
２位 城殿 昭則さん 

４勝１敗 
３位 星野 岸郎さん 

３勝２敗 

3年生の『巴ヶ丘地区の民話について』 
4年生の『下山の自然水の調査について』 

ありがとうございました！ 

☆ペットボトルキャップ
リサイクルで発生した利益が発展途上国の
子ども向けワクチン代として寄付されま
す。きれいに洗ってからお持ちください。
☆牛乳パック
福祉施設でイス作り等に使われます。
下図のように開いてお持ちください。持ちく 。

『パッチワーク作品』 

大会の様子 

2月 25日（木）まで 

2月 28日（日）まで 

シートを設置してコロナ対策も
しっかり行われています！

た。
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子どもたちに語り継ぎたい

しもやまの民話
その百三十一
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