このように、 「高城山 （八上城 ）」
を守り、安全に、気軽に、楽しく
登っていただける山にするため、ま
ち協は取り組んでいます。
最近、明智光秀を主人公とするＮ
ＨＫ大河ドラマ制作の話が話題と
なっています。八上城を舞台にした、
波多野秀治と明智光秀との籠城戦は
今も語り継がれ、多くの見学者や登
山者が訪れています。今回参加され
たある自治会長は、「 代のころ子
供と登ったきりや。もう 年も高城
山に登ってないわ」とのこと。市民
の皆さん、今一度、春日神社から歩
いて 分、下の茶屋丸まで登りませ
んか。

八上青パト活動
登録者講習会
生活環境部副部長
小西 郁男

新規開講教室会員募集案内

書道教室

筆をとって書を書きませんか!
高城会館で書道教室を開きます。
日時 毎:月第２・３・４水曜日
午後1時～4時
場所 高:城会館大会議室
講師 西:本史峰先生
日本教育書道連盟主催の全国書
道検定試験を受験。級位、段位を
取得できます。
希望される方は、池田正男まで連
絡をください。
電話 ５:５２‐４８５７

絵手紙教室

集

後

記

代表…鈴木紘子
日時 毎:月第1月曜日
午後1時 分～3時 分
場所 高:城会館小会議室
5月から始めました。
皆さんと一緒に楽しく活動してい
ます。
一度見学に来てみてください。
お待ちしております。
電話 ５:５２‐１１９７

編

5月初旬より八上小学校の校舎耐
震工事が始まりました。
「ランドマーク」という地域を象
徴するシンボル的な建築物などを指
す言葉があります。例えば、札幌に
ある時計台、大阪の通天閣がそうで
す。八上のランドマークと言えば、
「価値ある木造校舎」八上小学校で
はないでしょうか。
今年で校舎は築 年、年内、校区
のランドマークがフェンスに囲まれ
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。
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広告掲載募集のご案内

6月7日（木）午後8時から、高
城会館に於いて、八上校区自治会長
今後、登録者を核とする各自治会
会、八上小学校見守り隊、防犯グ
ループ、ＰＴＡ等に参加を呼びかけ、 の防犯活動が展開され、そして校区
八上青パト活動登録者講習会を開き 全 体 の 防 犯 活 動 と な れ ば 、 安 全 に 、
安心して暮らせる八上校区のまちづ
ました。
講師は篠山警察署署員の方に依頼 くりを目指していきたいと思います。
7月以降、篠山警察署よりパト
し、『活動マニュアル』、『防犯パ
ール
施者
証が
講者の皆さんに
トロール広報啓発ビデオ』をテキス ロサ
ー実ク
ル
紹受介
トとして、青パト活動とはどのよう 渡され、活動開始です。
校区の皆様、青パト活動の意図を
なことをするのか学びました。講習
理解していただき、自治会内を巡回
する青パトに支援をお願いします。
を強く感じました。

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。

15
30

40

広報誌・ホームページ『やかみ高城』に には 名が参加して、青パト活動が
広告を募集しています。詳細は、コミュ
犯罪を未然に防ぐ抑止力となること
ニティ部までご連絡（メール）ください。
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八上城跡に登ろう

登山道の整備

八上青パト活動登録者講習会
（高城会館大会議室）

◎7月8日（日）
:～
:
第3回八上ふるさと塾
（於）高城会館
テーマ「八上城下 京街道を掘り
起こす～伊能忠敬・篠山領内の測
量道～」
パネラー（伊能忠敬探索の会）
主催…八上校区まちづくり協議会
◎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
◎7月 日（土）
:～
小多田1区夏祭り
（於）小多田天満神社境内
主催…小多田1区自治会
◎8月4日（土）
:～
第7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

00

30

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
）

75

30

00

20

16

13

16

20

写真集
昭和の
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―登山道整備―

整備された
下の茶屋丸

32

この診療所へは小学生の時にツベ
ルクリン検査の集団注射を受けに
行きましたが、子供ながらに余り
行きたくない所でした。八上小学
校から糯ヶ坪交差点までの県道は
田松川に沿って、川左岸には桜並
木が続いていました。４月の開花
時期には商工会により観桜のボン
ボリが灯され、優雅な風景を醸し
出しました。今は心の中で懐かし
みながら、二度と戻らぬ情景に思
いを馳せる歳になりました。

八上小学校の北側桜並木
上 八上診療所、下 八上村役場前

企画部長 池田正男

20

校務員としてお世話にな
ります。校区まちづくり
のため精一杯お手伝いさ
せていただきます。

27

20
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環 先生
橋本
奥山 典子 先生

平成二十四年度
八上小学校・幼稚園

今年度から学校事務職員
となり、まだ2ヶ月程し
か経ってはいませんが学
校という場所で働けてい
ることにとてもやりがい
を感じています。一生懸
命頑張ります。

今年度より、八上幼稚園
でお世話になります。
元気いっぱいの、幼稚園
児と共に、楽しいことを
たくさん見つけたいと思
っております。どうぞよ
ろしくお願いします。

快晴に恵まれた５月 日（日）、
な
つ
か
し
の
「昔八上」を
昨年に続き、国指定史跡八上城跡の
訪ねて・・・第四信
整備を目的として「八上城跡クリー
糯ヶ坪自治会顧問 大森 作之
ン作戦」を実施しました。
今年は、各自治会長、市教育委員
やかみじょうあとしろもりたい
今を遡る 年前に行政自治体とし
会の職員 名が「八上城跡城守隊」
を結成して、春日神社から少し登っ て「八上村」がありました。昭和
年４月 日に旧・篠山町、八上村、
た主膳屋敷跡の倒木片付け、中腹に
くるわ
こう
畑村、城北村、岡野村の五町村が
す
位置する曲輪（城の遺構）、鴻の巣
新・篠山町として合併をしました。
ちゃやまる
や下の茶屋丸の雑木や枝払いを鉈、
この篠山町が更に「城東町」、「多
鎌、鋸を手に作業を行いました。
紀町」と合併をして広域・篠山町と
その結果、下の茶屋丸では、西方 して発足するのは、この後 年の歳
面の眺望が開け、遠くに盆地を取り 月を経た昭和 年３月 日になりま
巻く山の峰々が、近くは城南小学校、 す。
八上小学校、篠山城跡、王地山、篠
昭和 年の八上村は、人口
山中学校、そして城北地区の新荘集 2424人、世帯数519の構成で、
落まで見通せ、素晴らしい景色が見 職業別人口は、商工業その他870
人、農業1582人でした。
られるようになりました。
（参考…平成 年５月末、人口
2327人、世帯数８９６）。
村の行政機関は八上小学校の近辺
にありました。村役場と村議会は八
上小学校北側の田松川と県道を挟ん
だ向いでした（今の農協跡駐車場の
場所）。田松川は今より川幅が広く、
小学校正面玄関へは立派な太鼓橋風
のコンクリート橋が架かっていまし
た。役場の東には、農協と八上診療
所（高城会館の場所）がありました。
17

新赴任教職員紹介

特別支援教育支援員をし
ております。元気な子ど
も達と楽しく笑顔で頑張
りますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

57

50

４月よりお世話になって
おります。八上の良さを
いっぱい見つけ、ホーム
ページや学校だよりを通
じて発信していきます。

稲次 翔 先生

20

30

３年生の担任をしており
ます。子ども達と一緒に
大きな口をあけて歌を歌
うことが大好きです。子
どもたちのパワーをもら
って頑張ります。

川崎 裕美 先生

八上で再びお世話になり
ます。5年生の担任をし
ております。子どもたち
一人一人を大切にし、
日々頑張ります。よろし
くお願いいたします。

森田 恭弘 校長先生
小田

美絵 先生

西田 こず枝 先生

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。

八上校区まちづくり協議会広報誌（２）

