生まれ変わる我が木造校舎
～「じょうぶ」で
「きれい」に～
八上小学校 校長 森田 恭弘

２．じょうぶに～耐震補強工事～
・柱の足下にアンカーボルトを入
れ、柱の浮き上がりを防ぐ。
・壁に筋交いを入れる。
・外壁に構造用合板を貼り付ける。
・２Fの床をめくり合板を貼り付
け、全体的に同じように揺れる
ようにする。
・金物で補強をする。
・土台、材木、軸組等の腐ってい
る部分を取り替える。

三世代グランドゴルフ大会
体育部副部長 柳瀬 敏

後

記

八上校区まちづくり協議会
〒六六九‐二四三七
篠山市糯ヶ坪甲八十三番地一

メールアドレスは、
（ yakami-machikyo@gaia.eonet.ne.jp
）
ホームページ（ＵＲＬ）は、
（ http://www.yakami-takashiro.jp
）
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６年生Ｇｏｄｄｅｓｓ ｏｆ ｖｉ
ｃｔｏｒｙ八上は、大山ＴＥＮシス
ターズ（大山小）と 対0、岡野
Ｓｔａｒｓ（岡野小）と 対2、南
ハッピースマイル（西紀南小）と
対0、まめっ子ドラゴン南（西紀南
小）と 対0ですべてのチームに勝
利し、完全優勝しました。６年生に
とっては、最高の思い出が出来たこ
とと思います。また、５年生は、来
年度、優勝を目指して頑張って頂き
たいと思います。

集

10

25

20
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平成 年7月 日（日）八上まち
協主催の三世代グランドゴルフ大会
も2回目を迎えました。

グランドゴルフに興じる三世代

9月 日、昭和 年以前生まれ、
歳以上の皆さまを招待して八上校
区敬老会が盛大に開催されました。
会場の八上小学校は昭和 年3月に
落成し、築 年を数えます。建物も
敬老の年となりました。
現在、耐震補強工事のため、外観
は防御ネットで覆われています。年
末には、校区を象徴する建物『ラン
ドマーク』として美しい校舎となり
ます。
広報誌への掲載記事等をお寄せく
ださい。その他ご意見・ご提案もお
願いします。

編

10

75

写真集
昭和の

24

15

75

なつかしの「昔八上」を
訪ねて・・・第五信

13

又高城山は、山火事の後で山頂に
松の木のみが残っています。火災
後の灰で数年間はワラビが良く生
え、毎年多くの人が採集に登った
ものです。
19

各自治会から 名あまりの方が早
朝から八上小学校グランドに集まり
『八上城ふるさと
ました。今年は小学校校舎の耐震工
ガ
イ
ド
養
成講座』
事が始まり、毎年行っているコース
受講生募集
と違いプレーにも、好プレー、珍プ
レーなど数々ありました。それこそ
私たちの住む八上校区は、戦国時
三世代の笑顔が満ち溢れていました。 代に築かれた八上城跡、城下町と旧
プレー中は、年配の方が小さい子供 山陰道などの、豊かな歴史文化遺産
さんにクラブの振り方を教える姿は があります。
周りから見ていても楽しかったです。 これらの遺産を学ぶ『八上城ふる
また、小さい子供さんが、年配の方 さとガイド養成講座』の受講生を募
と一緒に拍手する姿は、三世代グラ 集します。
ンドゴルフ大会ならではの光景だと
高城会館を中心に、「戦国時代の
思われました。競技を終えた方の顔 山 城 」「織 豊 期 の 城 」「戦 国 時 代 の
もみな笑顔でした。来年も皆さんの 波多野氏」「波多野氏の存亡」「八上
素晴らしい笑顔に会えることを楽し 城 と 城 下 町 」「中 世 城 郭 現 地 見 学 」
みにしています。
「文 化 財 の 指 定 に つ い て 」 な ど の
最後に、競技に参加された方お疲 テ ー マ に 沿 っ て 講 義 や 現 地 学 習 を 、
れ様でした。
平成 年 月から平成 年3月にか
けて7回講座を開きます。
受講の対象者は篠山市民、講座開
催日は原則日曜日の午後を予定して
います。募集人員は 名、申込は
月 日まで。受講料は現地見学に係
る必要経費を除き無料です。
申込は、八上校区まちづくり協議
会 池田正男まで
篠山市池上377‐4番地
電話（０７９）５５２‐４８５７
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イベント情報

15
30

月以降予定されているイベント
についてお知らせします。
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準優勝の男子
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糯ヶ坪自治会顧問 大森 作之
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◎ 月 日（日）9 :～
第 回八上親睦運動会
（於）八上小学校グランド
主催…八上校区まちづくり協議会
◎ 月 日（日）
:～
:
第4回八上ふるさと塾
（於）高城会館
テーマ「（仮題）坂東直三郎の日
記を読み解く―篠山士族二十才の
記録―」
講師 小野守之氏
資料代…１００円
主催…八上校区まちづくり協議会
◎ 月 日（土） 日（日）
第 回八上校区文化祭
（於）高城会館・八上小学校講堂
主催…八上校区まちづくり協議会
②昭和33年

24

完全優勝の６年生女子

③【平成 年】②の時代から更
に 年が経過しました。王地山山
頂からの眺望も現在では木の繁茂
で全く見えず、５年前のどうにか
八上地区が望める写真です。近年
の時の流れは、加速度的に大きな
変化をもたらしたことが歴然と判
ります。今では、のんびりとした
昔の情景が懐かしく偲ばれます。

③平成19年

溝畑 謙二

15

10

八上をふるさとにもつ者は、いつ
も心の奥に丹波富士（高城山）をい
だいています。故郷から遠く離れて
暮らしていても、高城山の末になる
「八上っ子」の拠り所になるのは丹
波の山河です。
今般は、王地山から眺めた八上の
今昔の景観を、時の流れと共に見て
みます。

25

24

３位入賞の
５年生女子
①昭和初期

３．きれいに～一般改修工事
（リフォーム）～
・建具、建具に付いている金具、
レールを取り替える。
・外壁をはり替え、塗り替える。
・今までと同じ色で塗り替える。
・火が走らないように教室・屋根
裏に防火区画を設置する。
・屋根を新しいカラーベストで葺
き替える。
・手洗い場を使いやすいように新
築する。
・床は圧縮材ではなくヒノキを使
用する。

15

17

①【昭和初期】篠山川左岸は未改
修で堤防が無く、河岸に連なる竹薮
が洪水防御の役割を担っていますが、
常に氾濫の危険にさらされていまし
た。人家もまばらで各集落が点在し
ている状況です。
33

平成 年度
「篠山市子ども会
ふれあいスポーツ大会」

11

12

24

17

②【昭和 年】戦後復興がようや
く終わり、高度経済成長期を迎える
手前の時代です。巨人軍・長島茂雄
がセリーグ新人王を受賞した年です。
①の時代から約 年が経過をしてい
ますが、比較して特に目立つ大きな
風景の変化は見当たりません。昭和
年に篠山川の堤防が築かれました。
29

企画部

10

平成 年7月 日（日）篠山市ス
ポーツセンターで篠山市子ども会ふ
れあいスポーツ大会が行われました。
ソフトボール（男子の部）では、
６年生、八上ひよこクラブが、第１
試合、北小オールスタ―ズ（西紀北
小）と0対4、第２試合は西紀ファ
イターズ（西紀小）と1対0で１勝
１敗となり、失点が少なかったため、
Ｄブロックで準優勝しました。
ドッジボール（女子の部）では、
５年生Ｓｔｒｏｎｇ Ｇｉｒｌｓ八
上は、まめっ子ドラゴン南（西紀南
小）と 対 、南ハッピースマイル
（西紀南小）と9対 、大山ＴＥＮ
シスターズ（大山小）と 対2、岡
野 Ｓｔａｒｓ（岡野小）と4対
の２勝２敗で３位に入賞しました。
10
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耐震工事中の
八上小学校

１．耐震改修工事の目的・コンセ
プト
①耐震指標を基準より上げ、地震
や災害に強い校舎にする。
②原形を残しながら、材料も同じ
ような物を使って元の状況を復
元する。
③兵庫県産の材木を使用する。そ
の内2割～3割は篠山産の材木。

11

昭和 年に落成した現木造校舎。
長年厳しい天候に耐え、多くの子ど
もたちと出会い・育て、地域の方に
愛されて 年を迎えました。
平成 年度の講堂の耐震補強工事
に続き、現在兵庫県下初の木造校舎
の耐震改修工事が行われ、全国的に
も注目されています。工事は「じょ
うぶ」であるための耐震補強工事と
「きれい」であるための一般改修工
事が同時に進められ、木造校舎は大
きく生まれ変わります。
工事は、平成 年 月末に完了し
ます。平成 年1月 日（木）は
オープンスクールとして保護者・地
域の方に校舎を見ていただくと共に、
完成式を行う予定です。多くの方の
ご参加をお待ちしております。

八上校区まちづくり協議会広報誌（２）

