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山本家住宅は、江戸時
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停に着きます。ここを左 地方の中堅農家の典型的
に入り、少し坂道を登る な四間取り住宅として、

と、茅葺きの国指定重要 その貴重な歴史的価値か
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てなすウォーキングイベン
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秋のウォーキングイベン
トの実施に向けて、住民有

また、総会の下に、役員 況を相互に把握できる連携

の鳥地獄や、山本家住宅、

車して小深で降り、石見川

志でウォーキングコースの

や推進員、専門部会長など 体制づくりや、先進地域へ

鳩原の川上神社など、川上
地域の貴重な資源のいくつ

自主防災組織や消防団は

で構成される運営委員会を の視察などを実施します。
③農林園芸学ぼう会
置き、事務局長や推進員を

かを訪ねました。秋の実施

下見調査を行いました。
清見台東口からバスに乗

地域の農林業を継続的に

行うものです。
（詳細は上図参照）

通じて専門部会との連絡調

をご期待ください。
様々な手法による休耕田畑

今後、専門部会では、具

史遺産や自然資源を楽しみ ッフを募る予定です。今後

体的な事業の運営に協力い
①地域発見歩こう会
地域に点在する貴重な歴 ただけるボランティアスタ

部会を予定しています。

具体的な取り組みを行う の活用、地産地消の取り組
専門部会は、当初、３つの みなどを研究します。

組みを進めていきます。

整や、住民の皆さんへの広 支援するため、イノシシな
報などを行い、様々な取り どの鳥獣被害の防止策や、

もとより、様々な団体や住
民が連携して、各地域の状

らに市内では、河内長野ガ
今回の設立総会で承認さ 制は、会員・総会・運営委 関である総会は、校区内の を計画検討中です。
ス株式会社との
「防災協定」 れた「川上小学校区地域ま 員会・専門部会に分かれて 自治会や各種団体で構成さ
②防犯防災結ぼう会

市との「防災協定」を、さ

～今も残る１７世紀の生活の面影～

【読切シリーズ】

川上小学校区の歴史資源

組織体制 固 ま る

来賓として挨拶に立つ芝田市長

ながら再発見できるよう、 の詳しい進捗は、毎月開催
で。
地域の住民同士が相互にも の「まちづくり交流会」

神ガ丘の水車に続く水路
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