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さて︑日本最古の歴史書﹁古

した︒

をサポートされることとなりま

られ︑上皇という立場で新天皇

春︑今の皇太子殿下に皇位を譲

平成天皇は︑いよいよ来年の
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にいたここギの子孫イワレ

平成30年1月15日
二二二三＞ってミー

千種町鷹巣自治会

古くするために創作

は神武東征は︑天皇

いるとのこと︒その

とが発掘調査によっ
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神話といいますが︑神武天皇が

たとする神話︑これを神武東征

勢力が︑畿内に大和政権を築い

神武天皇を中心とした九州の

から冬にかけての天候不順など

また︑二つの台風の接近や︑秋

苦労したのが思い出されます︒

数年振りの大雪で交通や除雪に

す︒昨年は一月中旬からの三十

迎えのこととお喜び申し上げま

今年は戌年︑年明けの株式は

年の頃は縄文〜弥生時代にあた

にも︑強力な国家はまだ成立し

もありました︒

家族お揃いで健やかに新春をお

皆々様におかれましては︑ご

ざいます︒

新年明けましておめでとうご

鷹巣自治会長

鷹巣は︑いま？

つ登場するのでしょうか？

それでは︑実在した天皇はい

された神話と考えられておりま

∴∴

り︑この時代は︑九州にも大和

の神武天皇なんです︒

ますが︑このイワレピコがのち

誌の宮を出発し東方への旅に出

のにふさわしい地を夢見て高千

ピコは天下の更なる繁栄を築く

県︶

事記﹄によれば︑高千穂︵宮崎
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方法として考えられるのが交流

例えば︑誰もが気軽に足を運

二六年振りの高値をつけ︑不安

夫

定な中東情勢の中で原油価格は

秀

人口を増やす対策です︒
本

明けましておめでとうござい

古民家を改造したカフェや空き

全国的に展開されております︒

金

ます︒皆様におかれましては輝

活性化委員長

とを期待したいものです︒そし

経済活動の出発点の年になるこ

かしい初春をお迎えになられた

上昇する様子ですが︑安定した

てこの一年が平穏な年であるこ

こととお慶び申し上げます︒

旧年中は自治会活動に格別の

に格別のご支援を賜りましたこ

旧年中は活性化委員会の活動

を利用して連動を楽しむ︒食事

にその周辺の空き地やグランド

店舗を活用してのお食事所︑更

べる憩いの場を作る取り組みが

とを祈念いたします︒

ご理解とご協力を賜り︑誠に有

と連動をセットにして楽しむよ

うな仕掛け︒その形はさまざま

と心より御礼申し上げます︒

さて︑最近国際的に一番気掛

難うございました︒また︑各種
団体長様をはじめ自治会役員の

まっております︒

ですが︑豊かな時間の過ごし方

ょうか︒米国主導で進めてきた

もうとしている鷹巣の活動は︑

皆様にも重ねて御礼申し上げま
︒
す
さて︑いよいよ二月の節分祭が

圧力や制裁が効いてくるのか︑

を求める傾向は時代とともに強

過ぎ雪がなければ︑八幡神社拝

北朝鮮が対話を選択してくるの

まさに交流人口を増やす活動そ

る核弾道ミサイルではないでし

殿の建て替え工事が始まります︒

か︑まさに今年が分岐点になる

のものなんです︒

かりな事といえは︑北朝鮮によ

なりますが︑よろしくお願いい

その節にはいろいろとお世話に

けはならないことを願うばかり

と思われますが︑軍事衝突にだ

一方︑国内の景気は回復基調

○どんな事業をするか

○どんな法人にするか

として発展させるためには

交流人口を増やす活動を事業

ました︒

も最終段階に差し掛かって参り

昨年度より進めている法人化

学校の跡地を活用して取り組

たします︒
ごみ回収の仕組みが変わります︒

にあり︑株価も好調気味とあっ

で
す
︒
コンテナによる回収方法で︑嫁

て︑昨年はまずまず安定した一

更に四月になりますと︑資源

菜で二か所︒一か所はたかのす

ところで︑今︑国も県も市も

年であったと言えましょう︒

もう一か所は別所の村上一郎さ

小学校体育館に向かって右側︒

○どんな組織で運営するか

あります︒この先︑日本の人口

標に新会社を設立する決意で臨

平成三十年四月の新年度を目

再重要課題として取り組んでい

二四時間三六五日搬入可能で

増加は望めそうになく︑地方で

んの土地をお借りして︑すでに

余すところ後三か月︑変

んでおりますので︑変わらぬご

を決めねはなりません︒

す︒

は若者の転出に歯止めがかから

るのが︑﹃少子高齢化対策﹂ で

わらぬご支援をお願い申し上げ

し上げま

指導︑ご支援を宜しくお願い申

設覆されております所です︒

併せて皆々様のご健勝とご多幸

い状況にあります︒

ず︑元気を取り戻すことの難し

これを解消するための一つの

をご祈念申し上げ︑新年のご挨
拶といたします︒
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活性化委員会事務局長
藤

誠

最近︑老人大学から話を頼ま
れることがあります︒先日のお

題は﹃町の現状と私たちにでき
ること﹄ でした︒

人口流出︑既婚率の低下︑少
子化︑人口減少等︑私たちがか
って経験したことのない変化の
中にあって︑どの町の皆さんも

危機を感じておられるのです︒
その流れを食い止め︑何とか好
転させようと努力している町︑

西粟倉村・勝央町・海士町等の
ことや︑これまでに見学したと

ころの頑張りを紹介します︒
その上で︑靖巣の取り組みに
ついて紹介します︒膀巣の場所︑
自慢できることや心配なことあ

れこれ︑自治会組織の役員・係
の役割と活動︑活性化委員会の
組織とその目指していること︑

それを受けての住民活動︑まだ
できていないこと等を話した上
で︑ほっとけないことをほっと

かない気持ちを話して終わりま

て何かを実現しようと頑張って

が知恵を出し合い︑力を合わせ
ます︒本年もどうぞよろしくお

明けましておめでとうござい

されています︒もちろん従来通

市有林︑自治会林で調査・測量

これらが今回︑一纏めにして

まえた物事の考察実行︒

○聴巣地内で可能な催し物を踏

踏まえた千種町の魅力を伝える︒

相談を詩ち掛けることがあると

その際皆さんの所へ出向いて

をメインに動いて行きます︒

今後の対策︑課題として︑登

でご安心ください︒

り利用権は継続しておりますの

願い申し上げます︒
一昨年︑昨年の二年間︑自治

いるところとそうでないところ

では︑とても大きな差ができま
会内の山林地籍調査を実施しま

ます︒四月には新しい隊員がや

した︒一応二九年度中で現場作

平成三一年︑同三二年に登記

って参りますので気軽に声をか

ことはありませんが︑何もしな

業は終了致しました︒その節は

が予定されておりますが︑相次

す︒何もしないことはビラクな

いで流されていると︑その格差

には︑大変お世話になりました︒

調査推進委員様始め山王の皆様

患いますのでよろしくお願いし

はどんどん開いて︑つまらない

けてあげてください︒

記の問題が残っております︒

町になってしまうのです︒

ぐ予算の削減による資金不足で

を別のものではなく︑一つのも

い昨今︑異常気象︒体調を崩さ

冬にして誠に寒暖の差の激し

おります︒これから先も︑農林

作業が遅れる可能性も耳にして

年度が変わると事務的作業に

のとして付加価値をつけ︑世に

告をさせて頂きます︒

以下︑調査についてのミニ報

改めて御礼申し上げます︒

自治会役員会や活性化委員会
で話し合われた大事なことが︑

魔巣八〇軒全体に︑みんなに伝
わっているかどうか︒みんなに

入りますが︑二八年度調査済み

老若男女一人一人の思いを隣

仮閲覧︑及び本閲覧︑測量等が

地区の本閲覧と二九年弱査分の

二粒の朱玉つましく

白萩句会 ︵十二月︶

薮柑子

金

個人所有の山林︵本権山︶︑

ろしくお願いします︒

めでとうございます︒今年もよ

鷹巣の皆さん︑明けましてお

風の集む階 ︵きざはし︶

要 か な

本

ないようお過ごしください︒

保長会や活性化委員会に集める

ってきます︒すなわち

行われ︑以下の項目が明確にな

知らせるにはどうしたらよいか︒

にはどうすれはよいか︒以前は︑

躍撥鬱

隣保長会があればできるだけ早

国有林︑市有林︵縁故地を含む︶

棟木となりし古刹の

く隣保寄り合いを開いて︑広報

道路︑河川等々ですが︑今回調

森

金

本

井

井

などの配り物を配布し︑隣保長

一月は寒波の影響で路面の凍

冬座敷

久万に親族のそろふ

森

会の報告と協議事項があれば話

査対照外の部分が自治会内の縁

の心配があったりしますので︑

結があったり︑乾燥による火災

︵一 月︶

て際巣の皆さんとの関わり方も

かねはなりません︒それに応じ

初 詣

厳かに閏をくぐりて

背筋伸ぷ

初御空千木の光や

金

柴刈り山︶ であったり︑炭焼き

変わっていくと思います︒

白を積む

森

金

井

井

百々子

久

三千代

江

本

本

御降りは庭染むほどの

落葉かな

し合いを行う等の機会がありま

故使用地と言われる部分︑若年

さて︑僕も協力隊員二年日を

層には︑殆どの方に認識されて
いないと思われますが︑昭和年

迎え︑本格的に自分の今後に重

した︒それを復活させるのも一

自分たちの将来は自分たちで

活の一部であった頃︑隣保の共

代︑各戸に牛が飼われ︑薪が生

点を置いて日々の活動をしてい
よかった︑これからも寵巣に住

や薪の分割山︑共同山であった

冬の旅

三姉妹足音重ねて

十分気をつけてください︒
守る︒高齢者も若者も前向きに

同山︵牛の草刈り場︑茅刈り場︑

つの方法ではないでしょうか︒

話し合い︑誰もが膀巣に住んで

り︑熱願道路労役の田役代償と

活動としては

森

み続けたいと思える鷹巣にした

して貸与された山林等が︑現在
上

恭

○臆巣の外に出て︑暁巣地域を
村

廣

の縁故地山となっています︒
山林委員長

開閉圏囲

以前のように何でも役所に頼

役所先導型から住民活動支援型

めば役所がやってくれるという

︒
す
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