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この団体は、毎月第 2 水曜日に集まり、下山

地域の伸展に寄与すること、奉仕活動、会員の

研修等を目的に活動を行っています。 

約１５年前、活動の 1 つとして下山地域の町

名案内看板を設置しました。 

今年度は、わくわく事業補助金を活用して地

域への愛着形成などを目的に町名案内看板２７

枚のうち１４枚を更新します。 

代表の梅森正人さんによると、「農業の担い手

減少を地域課題ととらえ、農地の保全に役立つ

技術開発で地域に貢献したい」という思いから

初めてわくわく事業に申請したそうです。 

今年度は、画像認識 AI プログラムを活用した

有害鳥獣捕獲・駆除に取り組み、罠の見回りや

捕獲の効率化に関する実証実験を行います。 

支所だより 

 

団体名：しもやまＡＩ活用プロジェクト 

事業名：ＡＩを活用した獣害撃退システム 

Vol.199 

 

令和３年１１月１５日発行 

 

令和３年度 わくわく事業補助金の交付団体を紹介 

団体名：水曜会 

事業名：下山地区名 看板更新事業 

令和４年度 わくわく事業の募集時期変更のお知らせ 

編集・発行／豊田市役所下山支所／毎月１５日発行／〒４４４－３２４２ 愛知県豊田市大沼町越田和３７－１ 

ＴＥＬ ０５６５－９０－２１１１／ＦＡＸ ０５６５－９０－３３４４／  shimoyama-shisho@city.toyota.aichi.jp 

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。 http://www.city.toyota.aichi.jp/ 
 

下山地区データ（10月1日現在）

人　口 4,230 人 (-82)

　男性 2,098 人 (-50)

　女性 2,132 人 (-32)

世帯数 1,658 世帯 (-16)

　※（ ）は、前年同月比

１０月１５日号の訂正とお詫び 
しもやま支所だより（１０月１５日号）１ページに記載した巻号「vol.199」が「vol.198」

の誤りでした。訂正し、お詫び申し上げます。 

令和４年度のわくわく事業の募集日程が以下のとおり変わりますので、申請予定の団体はご注意く

ださい。詳細な内容は、１２月１５日号で掲載予定です。 

令和３年度まで 令和４年度以降

わくわく事業の募集 ３月中 １月中

審査会の開催 ５月中旬 ３月中下旬

補助金交付決定通知の発送 ５月下旬 ４月上旬
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下山地域会議は、地域が抱える課題を解決に向けて話し合う組織です。 

令和３年度から始まった「しもやまスマイルプラン」の推進に向けて、地域一丸となって取り組ん

でいただける方を募集しています。 

募集要項、選考方法などは、下山支所へお問い合わせいただくか、 

豊田市のホームページをご確認ください。 

 

▲出張専門ママン助産院 ままんじょ 

出張専門ママン助産院 ままんじょ（花沢町小豆畑） 

あなたの空いた時間を活用しませんか？ 

入会要件：①下山地区在住でおおむね６０歳以上の健康で働く意欲がある方 

     ②シルバー人材センターの理念に賛同していただける方 

仕事内容：主に下山地区の草刈り、草取り、剪定、施設清掃など 

入会方法：随時説明会を開催します。 

     入会を希望する方は、下山憩の家までお越しください。 

問 合 せ：豊田市シルバー人材センター 下山支所（下山憩の家） 

     電話 ０５６５－９１－１２２１ 

       （午前８時３０分～午後５時）※土日祝日は除く 

花沢町在住の 祝
ほうり

由香里さんが出張専門ママン助産院ま

まんじょを始めました。 

祝さんは、豊田市空き家情報バンクで花沢町の空き家を

購入し、十塚町で行っていた助産院を移転しました。 

現在は、自然を感じながら子育てや仕事ができる助産院

事務所兼レンタルスペースとして利用しています。 

利用方法などの詳細は、ＱＲコードからホームページを

ご確認ください。 

このように空き家情報バンクは、居住用だけでなく、事

業用としても活用ができます。 

空き家または空き家の情報をお持ちの方は、下山支所ま

たは自治区長、組長へご相談ください。 
【出張専門ママン助産院 ままんじょ】 

 住 所：花沢町小豆畑１－５ 

 電 話：０５０－５４９１－４９７９ 

 E-mail：maman@aqua.plala.or.jp 

豊田市シルバー人材センター下山支所が新入会員を募集 

お知らせ information 

▲下山地域会議委員の募集 

令和４・５年度 下山地域会議委員の募集 

▲豊田市空き家情報バンク 

空き家を事業活用した事例を紹介 

▲ままんじょ 
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地域の話題 topic 

トヨタ工業学園の地域貢献活動を４自治区が受入れ 

１０月８日（金）、２２日（金）に阿蔵自治区を
はじめとする４自治区がトヨタ工業学園の地域貢
献活動を受け入れました。 
１０月８日（金）は、阿蔵自治区、大沼自治区、
三巴自治区、田平沢自治区で保殿七滝周辺の環境整
備や下山中学校で投てき板の錆落とし、屋外のテー
ブル、イスの修繕などを行いました。 
１０月２２日（金）は、大沼まちづくり部会が学
園生１１３名を受け入れ、洞樹院弘法の山道や大沼
城址の草刈り、清掃などの整備を行いました。
しもやま支所だより７月１５日号でも紹介した 

この活動は、集落の高齢化や人材不足により集落単体で解決が困難になった地域課題をトヨタ工業学
園の生徒と共働して解決しながら、山村地域と継続的にかかわりを持つ人材「関係人口」を増やすこと
を目的にしています。 
次回は、１１月５日（金）に三河湖周辺や花山自治区等で活動する予定です。

▲阿蔵自治区 保殿七滝周辺の環境整備 ▲下山中学校 イスのペンキ塗り

▲三巴自治区 河津桜の苔取り ▲田平沢自治区 もみじ街道の整備

▲大沼自治区 大沼城址の整備
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地域の話題 topic

五ケ丘小学校が下山地区でセカンドスクールを実施 

１０月２６日（火）、２９日（金）、五ケ丘小学校 4年生２３人、
５年生２６人が下山地区でセカンドスクール（農山村体験）を行い
ました。 
生徒たちは、腰掛山荘で五平餅作りや魚釣り、手づくり工房山遊
里で藁縄ないなどを行い、地域住民との交流を通じて山村地域の暮
らしに理解を深めました。

下山中学校が５０周年記念事業で記念式典を開催 

１０月１６日（土）、下山中学校が創立５０周年記念式典と文化祭
を開催しました。 
記念式典では、創立５０周年記念エンブレムの表彰や社会で活躍
している卒業生３人のトークショーを行いました。
生徒たちは、卒業生から中学生時代から現在までの歩みや仕事の
様子などを聞き、これからの将来について考える良いきっかけにな
りました。

秋のしもやまを大満喫！三河湖ウォーキング

１０月２３日（土）、豊田市しもやま観光協会が秋のしもやまを楽しめ
る三河湖ウォーキングを開催しました。 
約３キロから約１３キロの３つのコースを３２４名の参加者が選び、
湖や森などの大自然に癒されながらゴール地点を目指しました。 
参加者には地区内で利用できる１，０００円分の金券が配布され、各
店舗では五平餅定食、へぼご飯やしいたけを使った特別メニューを用意
し、秋の下山を満喫できるイベントになっていました。 

三河湖にニジマス１００ｋｇを放流 

三河湖漁業協同組合が１０月１６日（土）に三河湖へニジマス
１００ｋｇ（約８００匹）を放流しました。
当日は、地域住民やこどもたちが参加し、三河湖ボート乗り場
の入り口から桟橋までニジマスをバケツリレーで運びました。 
その後、三河湖上の釣り堀が無料開放され、大自然の中、親子で
魚釣りを楽しんでいました。 

▲しいたけ収穫体験の様子
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施設改修工事進捗状況

ホームページ
QR コード 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

【 日 時 】12月 15日（水） 
      10 時 30分～11時 30分 
【 会 場 】下山保健福祉センター  

まどいの丘 
【対象/定員】未就園児の親子/25 組
【申込み】11月 21日（日）～
      申し込み方法については 
      チラシまたは交流館ホーム

ページをご覧ください。 
【 内 容 】リトミックを親子で楽しむ
【 講 師 】柴田広子氏（大沼町）

リトミックで楽しく

クリスマス♪ 

 11 月 17日（水）～12月 26日（日）

次井 みな子・よつば会 
布小物 

★下山支所側ロビー平日のみ開催★ 

ハンドメイド講座 vol.

２ 

【 日 時 】１月 26日（水）10時～12時 
【 会 場 】下山交流館 多目的ルーム 
【対象/定員】どなたでも／12人 
【申込み】12月 25日（土）9時 30分～
      窓口または電話 
【 内 容 】マスクケース作り 
【参加費】1,200 円（材料費込み）
【 講 師 】アトリエエリカ 

宮﨑エリカ氏（花沢町） 

カルトナージュ体験

交流館バリアフリー化整備工事のトイレ改修工事
が12月中旬に終了予定です。
多目的トイレとしての機能が備わります。 
エレベーター増築工事は令和４年２月終了予定
です。（状況によっては予定が変更になる可能性が
あります。ご了承ください。）

学習室開放について

学生の方へ無料開放中！
利用のない部屋を、学生の方を対象に無

料開放しています。ご利用の方は窓口にお
申し出ください。 
利用時間 午前９時～午後8時 

（中学生以下は午後5時まで）

＝ 掲示物のお知らせ ＝
☆こども園・小学校・中学校だより 
☆花山自治区・和合自治区だより 
☆しもやま駐在所だより 他 
交流館１階廊下に掲示して
います。ぜひご覧ください。 

かれんママ共催事業

完成まであと少し・・・
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