平成二十七年度
八上小学校・幼稚園
新赴任教職員紹介

イベント情報

7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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（ yakami-machikyo@gaia.eonet.ne.jp
）
ホームページ（ＵＲＬ）
（ http://www.yakami-takashiro.jp
）
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

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。
メールアドレス

編

６月５日夜、田中部長が心筋梗塞の
ため亡くなられました。 歳。告別式
は８日、ＪＡささゆりで行われました。
田中さんは、八上まち協発足時から
コミュニティ部長、生活環境部長を歴
任されました。大きな功績の一つとし
て今日の青パトによる防犯活動を平成
年に立ち上げ、平成 年篠山防犯協
会より活動が認められ『防犯功労賞』
を授与するまでに育てられました。
田中さんが終生の仕事とされた防
犯・防災・福祉等について、私達は充
実・発展してまいります。感謝を述べ
るとともに安らかにお眠りください。

会長 池田 正男

田中忠司生活環境部長を悼む
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「ふるさとの文化財（3）
八上内・重兵衛茶屋

展示いたします。この 年で今ま
でお世話になった講師の方や元会
員の方、すでに亡くなられた方々
の作品も含めて展示させて頂きま
す。この 年の歩みを回顧する展
示会です。
是非とも見に来て下されば幸い
です。お待ちしております。
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関わった大工たちは、重兵衛茶屋
に宿泊していたそうです。
現在八上内には、竹屋（旅館）、
小松屋（旅館）、油屋、蕎麦屋、
庄屋（作り酒屋）、桶屋、畳屋、
なんでも屋、大庄屋、豆腐屋、櫛
屋、魚屋、酒屋などの屋号が残っ
ています。
江戸時代を偲ばせる京街道、播
州街道、一里松、街道集落、Ｌ字
状の屈曲道路、重兵衛茶屋一帯を
歴史スポットとして大切にしたい
ものです。

場所…高城会館
小会議室（1階）
大会議室（2階）
日時…平成 年7月 日（金）
午後1時～5時
平成 年8月1日（土）
午前 時～午後8時
平成 年8月2日（日）
午前 時～午後5時

小多田一区自治会長 塚本幸隆

◎7月 日（日）
:～
:
第 回八上ふるさと塾
（於）高城会館
中西健治「近世僧侶の旅日記
～江戸浅草から篠山まで～」
主催…八上校区まちづくり協議会
◎7月 日（土）
:～
ふるさと一番会議（於）高城会館
主催…篠山市
◎7月 日（日）8 :～
三世代交流グランドゴルフ大会
（於）八上小学校グランド
主催…八上校区まちづくり協議会
◎8月1日（土）
:～
第 回八上校区ふれあい夏祭り
（於）八上小学校グランド
主催…八上校区まちづくり協議会
◎9月 日（月）午後
八上校区敬老会
（於）八上小学校講堂
主催…篠山市・八上校区まちづく
り協議会
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小多田一区ふれあい夏祭り
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本年度、八上小学校・幼稚園に赴
任された先生方を紹介します。
八上校区の皆様にお顔を覚えてい
ただき、また声をかけてくだされば
幸いです。

八上には、二つの代表する建物が
あります。校区の景観を形づくる重
要な役割を果たしている「兵庫県景
村雲小学校より転任してきました。 観 形 成 重 要 建 造 物 」 八 上 小 学 校 と 、
前任校と比べると児童数は３倍！元 市内に於いて重要な「篠山市指定有
気いっぱいの八上っ子パワーをもら 形文化財（建造物）」の重兵衛茶屋
いながら、日々挑戦と発見の毎日で （旅館）です。
今回、重兵衛茶屋を取り上げます。
す。子どもたちと共に大きく成長し
ていきたいと思います。よろしくお こ の 建 物 １ 棟 は 、 東 面 を 正 面 と し 、
２階建て、入母屋造（いりもやづく
願いします。
り）、桟瓦葺（さんがわらぶき）、
大壁造（おおかべづくり）、平入
（ひらいり）で、東・北・南面に下
屋（げや）がついています。正面２
階には出格子窓（でこうしまど）と
虫籠窓（むしこまど）が設けられ、
虫籠窓には鏝絵（こてえ）により茶
今年度から事務職員としてお世話 屋と描かれています。建築年代は江
になっています。あたたかい木造校 戸時代後期です。
舎で、子どもたちに元気をもらって、
精一杯頑張りたいと思います。よろ
しくお願いいたします。
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出格子窓

小多田一区では、7月 日土曜
日（雨天の場合は翌日）午後4時
から9時まで小多田天満神社境内
において「小多田一区ふれあい夏
祭り」を開催します。
世代を超えてみんなが集い、飲
んで食べて歓談をしながら、また
イベント等の催し、親睦を深める
ことができる文化交流の場である
と思っています。
小多田自治会の皆さんの協力の
もとで今年で 回目を迎えること
ができました。
これからもますます楽しく盛り
上がる夏祭りを続けていこうと
美術同好会 周年記念作品展
思っております。
現在、高城会館内で活動してい
校区の皆様、是非お気軽にご参
る美術同好会は、高城会館が開館
加ください。
（1985年）したのと同時に開
講しました。当初は、絵画教室、
彫刻教室とがあり、途中で名称を
変更し今の同好会になり、 周年
を迎えることができました。
そこで、これを記念して作品展
を開催いたします。八上校区の多
くの皆様にこれまでのこの同好会
の活動を作品を通して見ていただ
きたく、夏祭りの開催に合わせて
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歴史と伝統ある八上小学校・幼稚
園で、子どもたちが未来への夢や希
望を抱き、生き生きと学校園生活が
送れるように、教職員一同、心を一
つに頑張ります。どうぞよろしくお
願いいたします。

４月からお世話になっています。
４年生担任の荻野優です。八上の子
どもたちと共に学び、共に遊びなが
ら自分も成長したいと思っています。
よろしくお願いします。

２月から八上幼稚園で支援員とし
てお世話になっています。元気いっ
ぱいの子どもたちの幼稚園生活がよ
り一層楽しいものとなるように、精
一杯支援していきたいと思います。

リサイクル活動についての
お願い（八上小学校）

重兵衛茶屋

さて、重兵衛茶屋は、八上内から
八上下へとＬ字状に屈曲（街道を２
度直角に曲げ、外敵の進入を防ぐ）
する角地にあります。
ここから江戸時代、京都から篠山
を経由して但馬方面へと通じる京街
道と、小枕を経由して播州方面へ向
かう播州街道が分岐しています。
参勤交代の際には、重兵衛茶屋が
播州方面の大名の休泊所となり、一
般の旅人たちも頻繁に利用しました。
昭和 年頃、八上小学校の建設に
12

京街道
Ｌ字状に屈曲する角地

新学習システム推進

事務職員

本年度よりお世話になっておりま
近年、民間の回収やグリーンの
す。５年生を担任しております。伝
統ある素晴らしい校舎で教鞭を執ら ボックスなどがあり、ＰＴＡ主催の
せていただけることに嬉しく思って リサイクル活動に出てくる量が減っ
お り ま す 。 「 名 人 に 弟 子 入 り 」 等 、 てきています。ＰＴＡの大きな収入
地域で学習することがありましたら、 源ですので、子どもたちのために何
とかご協力をいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。

虫籠窓と鏝絵
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優子 先生

御川

葉澄 先生

清水

直也 先生
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優 先生
荻野
直人 先生
方山

田村

秀司 先生
細見

長
園
校
４年生担任
５年生担任

幼稚園支援員

八上校区まちづくり協議会広報誌（２）

昨年の小多田一区ふれあい夏祭り

