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　早いものでここに山の家を手に入れてからも

う25年以上が経ちます。最初の頃は、もう

只々嬉しくて、狭いながらも空地には植木を植

え、冬のサザンカ、春のミツバつつじ、夏の

シャクナゲ、秋にはドウダンつつじ、そしてモ

ミジの紅葉、とにかく僅かでもいいので１年中

花が見られるようにと思い、毎週のように通い

ました。その頃は私もまだ40歳代だったので

足腰を含め、体も元気でした。しかし今や70

歳を過ぎ、能力もさりながら体力の衰えを本当

に感じるようになりました。関節痛があるため、

思うように早く歩く事が出来ず、現役の頃には

大好きだったゴルフからも、遠ざかるように

なってしまいました。

　そして、この我が家があるＳ地区にも色々と

変化がありました。驚くほど立派な大きな別荘

も何軒か新しく増えました。又、逆に何軒かの

家は売りにも出され、初代の購入された方々が

段々と歳をとって、其の所為かあまり来られな

くなり、我が家も同じですが子供達の考え方、

趣味、希望が最近は大きく変わってしまい、私

達の時と違ってこのような環境を将来の夢、永

住の地として望まなくなってしまったように思

います。

　又、この別荘の周りの環境も昔と比べるとだ

いぶ変わりました、トンボやチョウチョウ、カ

ブト虫やクワガタ虫、又沢蟹やトカゲの類、そ

れらを見かけることが本当に少なくなりました。

その代わりと言いますか、鹿、タヌキ、イノシ

シをよく見かけます。昔はリスや、キジも見ら

れたのにと懐かしく思います。そうは言っても、

昔から変わらぬ物があります。それは真冬を除

き一年中鳴く鶯のさえずり、そして何よりも心

が休まる夏の朝晩のヒグラシの鳴き声、あのカ

ナカナという澄んだ音色には本当に心が休まり

ます。何とか山の環境がこれ以上壊されること

なく維持され続けますようにと願っています。

　さて話は変わって、昔は尼崎の我が家を出て

この山の家にたどり着くのが目的であり、終点

でしたが、今は少し変わって、ここを起点にし

て色々な所に出かけるようになりました。来る

途中には、赤穂温泉、有馬温泉、塩田温泉があ

り、少し足を延ばすなら鳥取砂丘、皆生温泉、

城崎温泉と、この年になると何となく温泉巡り

のようですが、それでも行きしなか帰りしなに

山の家で一泊するように計画をすると本当に

ゆっくりできます。

Ｓ地区　諏訪　　瑛

山の家(別荘)で思う事

秋田竿燈祭り
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した。写真は夜明けと夕方がやはりベストな時

間帯で、夜の９時頃こちらを出て夜中に走り、

現地にまだ暗いうちの３時ごろに三脚を立てる

ようにしました。本栖湖、山中湖辺りではもう

夜明け頃には写真を写す人でいっぱいになり良

い場所には三脚が立ちません。キャンピング

カーで泊まり込みの人も多く、最初はびっくり

しました。

　でも、やはり若い時には出来た事が今は体力、

気力の衰えもあって段々と出来なくなってしま

いました。大変に寂しい思いがします。

　この山の家に来るにも年齢的に又、体力的に

あと何年頑張れるかな？と思う事も有るこの頃

です。

　総会に出席すると同じような年齢の人が多く

みられます。お互いに顔を合わせた時には、見

知らぬ人にも思わず声に出して挨拶を…。これ

からも、身体に気を付けて頑張っていきたいと

思います。

　最後に高原クラブの従業員の方々には、この

環境をいつまでも持続するように整備をして

いって下さるよう心からお願いをします。

トワイライトエキスプレス

　また最近は夫婦お互いに元気なうちに、体の

動くうちに、と考えて夫婦二人で今迄行く事の

出来なかった色々な所に、泊りがけでよく旅行

に行くようになりました。青森のねぶた祭り、

秋田の竿燈祭り、奥入瀬渓流、来年春には終了

すると聞いて、行きはトワイライトエキスプレ

スで、帰りは東京の上野までカシオペアとそれ

ぞれの夜行列車で北海道にも行きました。

　私は写真を撮るのが趣味の一つで、若い頃に

はよく上高地や、富士山の写真を撮りに行きま

かんとう おいらせ
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山荘ライフ

　今の山荘を手に入れたのが、2009年でした。

数ある物件の中で、眺望が良くて、ゲートに近

いことが決め手でした。室内は綺麗に使われて

いるものの、ベランダは腐食で使い物にならず、

長い石段は不規則な段差のため昇降に不安でし

た。と言う訳で、私の山荘ライフはリフォーム

三昧で始まります。先ず手がけたのがベランダ

です。床を張り直して、腐食のもとであった雨

曝し状態を無くし、ポリカ波板屋根を付けまし

た。桧の間伐材を使って初めての大工事でした。

今では、半分を網戸と農業用ビニールで風避け

をして、一年中ＢＢＱを楽しんでいます。次

に、ベランダを作業場にして、室内リフォー

ムです。畳を取って全室を床に30㎜の断熱材

を挟んでフローリングにしました。また、キ

ッチン、洗面所、トイレ、室内ドア、玄関ド

アはすべて自前で交換しました。風呂はその

ままですが、混合栓と桧の洗場板とドアを新

しくしました。

Ｂ地区　中澤　映三郎

リフォーム三昧の山荘暮らし

ベランダの屋根工事の前に壁面には

サイディングを施しています。

石段脇の3本の

大木は管理事務

所に依頼して伐

採していただき

ました。
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　次の課題は、昇降に不安があった10ｍの不

規則な段差の石段でした。段差を平均化するた

めに型枠を作ってコンクリート工事をしました。

孫達を考えて二段手摺をとしました。また、仮

設パイプで足場を組んで、断熱塗料による屋根

の塗替えにチャレンジしました。

　我が山荘は、ご多聞に漏れず傾斜地に建って

いますので、1階下の部分には大きな空間があ

ります。2.2ｍの天井高を確保して、日曜大工

の作業場として少しずつ床面を拡張してきまし

たが、五年掛かりで約25畳の部屋になり、孫

達がここで走り廻り、お絵描き、工作遊び、Ｎ

ゲージ（鉄道模型）を走らせる姿を見るにつけ、

遂に我が目的が達成できた喜びを噛みしめてい

ます。そして、山荘での楽しみは、リフォーム

したい箇所の構想を練った後、図面にして、ホ

ームセンターで実際の材料を見ながら練り直し

をした上で、道具と場所の揃ったこの山で実際

の形にしていく事です。

　播磨高原におられる皆さんの中にも、同好の

方が多いと思います。また、これから始めてみ

たい方もおられると思います。そうした皆さん

との、交流の輪が広がる事を期待しています。

どうぞお気軽に声をかけてください。

ベランダの下に又

ベランダを作る。
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山荘ライフ

　播磨自然高原に、山荘をかまえて早や16年目

を迎えます。私は71歳、妻は65歳、山荘のお

かげで充実した日々を過せてこられたと感謝し

ています。自然は四季折々の顔を見せてくれま

す。都会では味わえない静かでゆったりした時

が流れ、又山荘での多くの人達との出会い語ら

い、嬉しいかぎりです。

　山荘を拠点に色々な場所へ出かけます。

　私が個人的に良かった所を御紹介します。瀬

戸内海に浮かぶアートの島「直島」。岡山宇野

港から、フェリーで20分程で着きます。

　草間彌生さんの作品「赤かぼちゃ」でお出迎

え。建築家、安藤忠雄氏の「地中美術館」他に

も色々なアート作品があります。ネットで調べ

てみて下さい。

　帰りは大竹伸朗氏の作品「直島銭湯

大正ロマンが感じられ心休まる銭湯です。一

度湯船につかって旅の疲れをいやしましょう。

Ｚ地区　筒井　　敞

悠々の播磨自然高原

I ♡ 湯

あいらぶゆ

《I♡湯》」
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　播磨自然高原クラブも播磨興産の倒産により、

一時期大変な時がありましたが、有志の方々に

よって、「守る会」の発足に至り、私も参加さ

せて頂いております。紆余曲折、前途多難、問

題が山積していましたが、丸山弁護士、藤原弁

護士をはじめ会員、従業員の並々ならぬご協力

があったからこそ良くここまで来られたものだ

と感慨無量感謝にたえません。

　日本は世界一の長寿国となり、リタイアして

からの長い第二の人生が待っています。心豊か

にゆったりした場所での生活の場としては、こ

れ程最適な場所は他には考えられません。　

　会員の皆様も多くの人達に、この高原の素晴

らしさを知ってもらって、一軒でも多くの人達

に購入して頂きますよう、力を合わせて播磨自

然高原をより良いものにして行きましょう。私

の山荘は山の家から徒歩５分程です。是非お気

軽に立ち寄って下さい。お待ちしています。
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山荘ライフ

　私は、定年後は自然に囲まれた静かで、簡素

な生活がしたいと願っていた。

　６年前に、幸運なことに、この山荘を手に入

れることが出来た。そして、平日は町内の古民

家生活、週末はログハウスの山荘で、簡素で充

実した生活の練習をしている。

　平日の古民家生活は、周りを田んぼに囲まれ、

築150年の家で、夏は涼しく、冬は寒い生活を

している。農業をしていたので、(今は、田ん

ぼも畑も小作の人に頼んでいる）農機具、生活

道具等、物が多く、整理整頓、庭の草抜きに追

われている。昔の家なので、ゆったりとした生

活を送ることができ、四季折々の行事等も受け

継ぎ、楽しんでいる。

　週末は、必要最小限の物だけを持って、大好

きな山荘に行く。明るく開放的で、かつ、機能

的に出来ている。生活すればする程に、無駄の

ない動きで、その良さが感じ取れる。還暦を過

ぎた私には、この生活空間が負担にならず心地

良い。また、特に好きなことは、近くを散歩す

ることである。この散歩により、発見し、感動

したことが色々とある。朝晩涼しくなった９月

の中旬、いつものように散歩をし、秋らしくな

ってきた木々や葉っぱを見、ふと上を見ると、

紫色のあけびがぶら下がっていた。店先でしか

見たことがなかったあけびを目の当たりに見た。

初めて体験する喜びであった。この山に住んで

いる動物たちもこの様に喜んで見つけたり、食

べたりしているのかと思うと、不思議な一体感

を覚え、自然の中では、人間も生き物であるこ

とをつくづく感じた。(写真１)

　この時期は、見ることが多く、空の青さの美

Ｙ地区　小橋　かほる

平日は古民家生活、
週末は山荘生活を楽しむ

（写真１）
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しさを見たり、キョロキョロしながら歩く。小

鳥の声や木々の間を通り抜ける風、静かな空間

の中で、鹿やイノシシ、うさぎなどのいる気配、

自然の中を歩くから感じ取ることができる。

散歩から帰り、玄関近くの植木の下を何気なく

見た時、黄色っぽいきのこが見えた。(写真２)

この辺りでしばはりと呼ばれているきのこであ

る。お味噌汁に入れるとおいしいと聞いていた。

家の庭に、きのこが生えるなんて夢のようであ

る。夢中で収穫した。母に聞いた通り、水で洗

わず包丁の先で泥や土の汚れを落とし、毒消し

となるなすびを入れ食べた。おいしかった。ズ

ルッとした感じで、秋を感じ味わった。この様

に、山荘暮らしを通し、自然を見るだけではな

く、触れ、味わって体験している。その度に感

動し、人間も自然の一部分で、他の動植物と共

存しながら生きていることを痛感している。

　最後になったが、青空グループの方達との出

会いがあった。月２回の手仕事の会で、針を持

つのが苦手だった私が、今では、この会を楽し

みに待っている。自分の周りにある自然のあけ

びのつるで、クリスマスリースを作ったり、古

くなった洋服や着物をリフォームし、生活を豊

かにしている。物を大事にする気持ち、最後の

最後まで大切に使う工夫、生きていく上での知

恵を学んでいる。青空グループの方達の存在は、

山荘暮らしには、なくてはならない。良い方達

と巡り合った事を喜んでいる。

　古民家生活と山荘暮らしをする中で、１週間

を充実して生活することができている。簡素で、

心豊かに毎日を送ることに深く感謝している。

　追伸

　古民家生活を体験したい方は、機会があれば

一度お越しください。囲炉裏を囲みながらお茶

を飲み四方山話をしましょう。

・・・・

（写真２）
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山荘ライフ

　10数年前に、中古の山荘を購入し、嬉しく

て、土日ごと山で過ごしていました。

　大阪での日々のアカを山に来てそぎ落とし、

又元気になって大阪に帰る。そんな楽しい時、

私に大腸癌が見つかり手術をしました。

　術後２年間、山荘で療養しました。２年の間

に、ご近所の方々と仲良くなり、又楽しい日々

を過させて頂きました。山で住みたいとその時

思い、６年前に山の家のお誘いを頂き、現在山

の家「花」を営業させて頂いています。

　さて、経過報告はここまで。朝まだ明けぬ内

に起き、窓の外を眺めていると、向かいの山並

みに朝日が優しく、ゆっくり射して、薄紅色の

暁の空が浮かび上がります。又、違う日には、

いきなり金色の世界を山並に広げます。その荘

厳な美しい事、ただ黙って見とれてしまうほど、

ラッキーな１日が始まる予感です。そんな日の

夕焼けは美しく、空気は澄んで、夜空は星でキ

ラメキます。夜、お月さんの月明りで、影が出

来るのです。大阪では夜の暗はなく、ましてや

月明りがこんなに明るいと感じた事すらなかっ

た。

　そんな私が、山に住みだしたのですから、こ

の自然にはまる事、花壇、畑、椎茸、薪作り、

自分で出来る事はチャレンジしています。

　そして、山の家では自家製の味噌を仕込み、

梅干しを漬け、ハムを作っています。

Ｘ4地区　高濱　幸枝

私の山荘ライフ
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山の家「花」の案内です。

　山の家「花」のコンセプトは、手作り、

家庭料理の延長線上に有りたいと思って

おります。

　営  業  日　土曜・日曜・祝日

　　　　　   夏休み（7月中旬～8月末）

　夏休みの定休日　火曜・水曜

　営業時間　10時～20時

　※臨時休業の場合あり　

　皆様のご来店をお待ち致しております。
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　上郡駅は始発と

終着を兼ねていて

右と左で相生行き

と岡山行き、北へ

は特急以外一両編

成の智頭急行が出

ている。そんな雰

囲気が大好きです。

写真は梨ケ原踏切

で撮影。岡山方面に向かう電車です。

　私は、2009年９月播磨自然高原の山荘へやっ

て来ました。写真は山荘から西側の風景で飛行

機雲と夕焼けがきれいに撮れました。

　山荘横に畑があり、きゅうり、なすび、トマ

ト、カボチャ(写真)、すいか、三度豆、枝豆、大

根、じゃがいも、さつまいも、ねぎ、白菜、

キャベツ、ほうれん草、ピーマン、バジル等を

栽培しております。しいたけは原木栽培して

います。

　３月から11月はスポーツランドでテニス

同好会に参加し、もう４年目になります。

　高原内でテニスをする方が増え一緒にテニ

スを楽しむ事ができるとうれしいです。

　私の住んでいるＦ地区は噴水より北になり、

そこから徒歩や自転車で高原内を散策してい

ます。

　もうすぐ44歳になりますが高原での生活

を満喫しています。

Ｆ地区　森本　貴士

上郡駅と高原での生活

山荘ライフ



　今回は、前回延期になった「ヤマガラ」です。

いよいよ私の出番か。ちょっと遅いんじゃない

の。と言う声が聞こえてきそうです。

　そうなんです。本来高原では、第１番目に出

てくる鳥かもしれません。高原のスズメと言っ

てもいいでしょう。それほど、高原のどの地区

でも、頻繁に目に付く鳥です。

　姿は、黒い頭と黒いのど。顔と胸の辺りは白

からオレンジ。羽根にはグレーも入っています。

鳴き声は、さえずりが、ツツピーで、シジュウ

カラの鳴き声との区別がつきにくいです。シジ

ュウカラは、黒い頭と黒いのど（ネクタイと呼

ばれています）顔と胸の辺りは白で羽根は黄緑

からグレーです。以前はシジュウカラのほうが

多いと思っていましたが、最近では、シジュウ

カラをあまり見かけなくなり、代わってヤマガ

ラを良く見かけるようになりました。

　鳥にも栄枯盛衰があるのでしょうか。同じよ

うな現象はオオルリとキビタキの間でも見られ

ます。以前はオオルリを良く見かけていたので

すが、最近ではキビタキをよく見かけます。ヤ

マガラ、シジュウカラの仲間に、コガラ、ヒガ

ラがいますが、高原ではほとんど見かけません，

もっと北のほうにいるのだと思います。

　ヤマガラに近づくと、よくジージーと鳴きま

す。警戒音のようです。ヤマガラがえさをねだ

りに来るときにもジージーと鳴いています。

　ベランダの手すりに乗って羽根を広げて膨ら

ませ、えさをねだることもあります。ヤマガラ

のえさはなんといてもひまわりの種です。パン

やみかんやアワヒエなどの雑穀を一緒に与えて

も、ちゃっかりひまわりの種だけ持っていきま

す。それも中の詰まったいい種を選んで持って

いきます。種は硬い殻に覆われているのですが、

種を木の枝にたたきつけて、うまく殻を割って

います。人なつこい鳥で、えさを貰うことに慣

れてくると、人の姿を見ただけで、よってきま

すし、我が家では、窓のカーテンを開けるとよ

ってきます。人の手から、えさを持っていくこ

ともあります。

　

　写真は、我が家のベランダのえさ台に止まっ

ているヤマガラです。ひまわりの種はホームセ

ンターなどで売っていますので、皆様もヤマガ

ラとなかよくしてみられたらいかがでしょうか。

Ｔ地区　藤原　健補

　　　　　　  純子

野鳥シリーズ

飛ぶ・舞う・さえずる

高原の野鳥たち（その9）

13

・・・・

・・・・

ヤマガラ
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敷地造成と別荘建築を施工される場合は、

事前に所定の用紙を管理部まで提出し、事

前協議をして下さい。

切土、盛土、及び伐採は必要最小限にして

下さい。

建築面積は敷地面積の20%（一部15%）以

下とし、原則として3階建以上は禁止します。

し尿処理は、簡易水洗又は合併処理式浄化

槽（保健所へ設置届を提出要）を設置して

下さい。

建築の際は、建築協力金300,000円（税別）

と水道負担金（13㎜）100,000円（税別）

を納めて下さい。

近隣の迷惑防止の為、原則として土・日・

祝日等の工事は禁止します。

建築その他工事に伴い、道路施設及び隣地

を破損した場合は責任をもって、現状に復

して下さい。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

敷地造成・別荘建築の注意事項

「ガス止」マークが点灯して、ガスが止まった時

給湯器を含め、すべてのガス器具を止める。

復帰ボタンを押す。（夜間は周囲が赤く光る。）

30秒間待つ。

「◯◯◯」が消えるとガスは使えます。

①

②

③

④

復帰操作方法
メーターの元栓はしめない。

●上記の操作をしてもガスが使えない時は、ガス販売店に連絡ください。

液晶表示「ガス止が消え」、「ABC」が点滅。

A B C

復帰ボタン

A B C

30

ゴミについて

ゴミは分別して、ゴミ集積場へ出して下さい。

リサイクル製品・大型ゴミはゴミ集積場へ持

ち込めません。

（ビンの分別が新たに追加されました）

詳しくは管理事務所へご相談下さい。

業者からの案内について

売却、測量、広告、看板等と称した詐欺まがい

な業者もいますので、くれぐれも細心の注意を

もって対応して下さい。

不審な点は管理事務所にご相談下さい。

浄化槽設置に伴う保守点検契約

浄化槽設置者は、法律により定期的に保守点検を

行うことを義務付けられております。未だ保守点

検業者と未契約の設置者は必ず実施されますよ

うお願い致します。

落　　雷

落雷によってブレーカーが落ちる場合がありま

す。そんな時は屋外の電気メーターボックス裏

側に主ブレーカーボックスがありますので、中

を確認して下さい。

又、お帰りの際は電化製品のコンセントを抜く

ことと、冷蔵庫に腐りやすいものを残したまま

にしないことをお勧めします。

（※冬期については、給湯器のコンセントは

　　凍結防止の為、抜かないで下さい。）

カラオケについて

近隣のご迷惑になりますので、22時以降のカ

ラオケはご遠慮下さい。

山火事防止

山火事防止の為、高原内でのたき火・

花火・ゴミ焼き、及び煙草の投げ捨て

は、絶対なさらないで下さい。
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管理事務所より管理事務所より

水道止水と水抜き

冬期の場合、止水・水抜きを怠りますと水道管・

給湯器の破損を招き使用出来なくなります。来山

する機会のない方は、管理事務所まで事前にご連

絡下されば、水抜き・水出し・給湯器の点検（有料）

を行います。水抜き・水出し等がわからない方は、

ご説明を致しますのでお申し出下さい。

夏場の場合は落雷により給湯器が使用出来なる

場合がありますので、この時期はコンセントを抜

くことをお勧めします。

スズメバチは9月～11月の期間、特に攻撃的に

なっていますので巣に近よらないで下さい。

冬期になればいなくなりますが、駆除する場

合は管理事務所までご相談下さい。

スズメバチ

①1～2ℓのペットボトルを用意して、
②上部に2×2cmの穴を4箇所開け
　ていきます。
　※ここがミソ！
　　一度入ったハチ
　　が出られないよ
　　う、右図のよう
　　に底辺だけは切
　　らずに、中に折り込んで下さい。

③容器に日本酒180cc・酢80cc・
　砂糖80gを入れ、

④山荘周りの木の枝に吊り下げてお
　けばOK。

春は女王バチが巣を作り始める季節です。

そこで巣を作らせない為にまず女王バチの駆

除方法をご紹介します！

巣作りを始める春先に
女王蜂を駆除する方法

台風被害

台風被害のおそれがある場合は、事務所職員の

指示に従っていただけますようご協力をお願い

致します。災害時に備えて「山の家」を避難場

所にしています。自主避難する場合は、管理事

務所、又は第１ゲートへご連絡下さい。

ブロアー（送風機）の貸し出し

山荘周辺道路の落葉そうじにご協力いただける

方に限り手軽に扱えるブロアー

の貸し出しをしています。

レンタル代は１日500円です。
（燃料0.75ℓを含む）

外　灯

高原内の外灯は定期的に順次チェックしており

ますが、雷等の被害により、突然消える場合も

あります。消灯の場合は管理事務所までご連絡

下さい。早急にお取り替え致します。

鍵の貸出し

第１ゲートで保管しております山荘の鍵の貸出

しは、オーナー様ご本人より必ずご連絡下さい。

ご確認がとれない場合お渡し出来ませんので、

ご了承下さい。

交通安全・駐停車

高原内では、指定速度（30㎞）を遵守し、通行車

の迷惑となるような駐停車及びセンターライン

オーバーの危険運転は止めて下さい。

特に見通しの悪いカーブでは徐行して下さい。

火災保険

火事、台風、豪雨、雷等の万が一の被害修理費に

備えて、火災保険へのご加入をお勧めします。管

理事務所では火災保険の業務も取り扱っており

ますので、ご希望の方はご相談下さい。

ペットの持ち込み

ペットを飼われている方は無駄な鳴き声、糞の

処理等、周りのご迷惑にならないよう十分注意

して下さい。又、高原内では、朝早く探索をし

たり、夜は星の観察をされる方も

おられます。犬の放し飼いは「動

物の保護及び管理に関する条例」

で禁止されていますので絶対

になさらないで下さい。

・・・・・・ ・・

・・・
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最新情報は随時ホームページのブログにて更新しています。 検 索播磨自然高原クラブ

ハワイ（予定）ご招待キャンペーン

別荘・別荘地の購入を希望され

ている方をご紹介下さい。

その方が当クラブを通じて購入

されますとあなた様をハワイ

（予定）旅行へご招待致します。

第11期（平成25年度）損益計算書　(税引き前）

営　利

勘定科目

売上高合計

売上総損益金額

販売管理費合計

営業損益

経常損益

特別損益

総人件費

維持修繕費

償却・租税公課

業務・事務経費

123

123

57

11

6

31

105

19

21

21

59

15

12

8

4

4

27

－12

－12

－12

16

11

7

0

2

1

10

0

4

4

6

6

6

3

2

1

13

－7

－7

－7

81

32

25

11

8

6

51

－19

－15

－15

204

155

82

22

14

37

155

0

6

6

高原管理
他有償サービス
部門

水道部門 不動産部門 合　計
合　計

230

175

83

27

16

38

165

10

16

16

合　計

単位 : 百万円
第11期 部門別実績と第12期計画

平成 26 年 7 月 12 日㈯に上郡町立つばき会館で行われた社員総会において、第 1 号議

案（平成 25年度事業報告の件）、第 2号議案（平成 25年度決算報告の件、監査報告の件）、

第 3号議案（理事・監事選任の件）はすべて承認されました。

社員総数　781 名

出席社員数（委任状出席数、議決権行使書数を含む。）478 名

また、理事会において、平成 26 年度代表理事  清水孝晏、副代表理事  佐津川　玄の再

任及び、副代表理事  吹田　忠純の就任が決まりました。

第 11期 定時社員総会のご報告

非営利

第12期計画

※四捨五入のため、個別項目の合計と合計欄の金額が違う箇所があります。

集中豪雨等、災害復旧準備金として1,000万円を積立てる計画です。

冬期の来山

冬期は積雪の為、入山出来ない場合

がありますので、積雪状況は管理事

務所までお問い合わせの上ご来山下

さい。

又、チェーン等は必ずご用意下さい。
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予約型乗合タクシー のご案内（上郡町運営）ご利用には町民であることを問いません。　

乗車には予約が必要です。

利用の3日前から前日の17時まで

に予約センター 0791-52-7474

に電話し、予約してください。

名前は、◯◯◯です。

◯月◯日◯曜日に、◯時の乗合タク

シーに乗りたいです。

乗車地は、◯◯◯です。

目的地は、◯◯◯です。

帰りは、◯時に◯◯から乗ります。

大人◯人、こども◯人です。

偶数日に
第1・第2ゲートから
ご利用ができます。

ゲート発時刻
1.   8:00頃
2. 10:00頃
3. 12:00頃
4. 14:00頃

乗合タクシー
のりば

停留所

◆乗合タクシーから降りる時に
　片道料金 (300円～600円)
　を支払います。
◆町内の中心部に13ヶ所ありま
　す。

◆停留所の詳しい場所は、予約センターにお尋ね下さい。

◆予約した時間までに、タク

　シー乗降場所（停留所）へ

　行きます。

◆予約した時間を変更また

　は、キャンセルしたい場

　合、2時間前までに予約変

　更が一度だけできます。

◆予約した時間までタクシー乗
　降場所（停留所）で待ちます。

◆行き先を確認して、乗車します。

◆運転手に行き先を伝えます。

◆料金は「行き」と同様、降りると
　きにタクシー車内で支払って
　ください。

乗車した
ゲートまで
お送りします。

上郡各地区発
時　刻

1.   9:30頃
2. 11:30頃
3. 13:30頃
4. 16:00頃

停留所

お問い合わせは　0791-52-1112
上郡町役場企画財政課企画財政係

乗合タクシー
のりば

通常の一般タクシー料金

の扱いとなります。

乗合タクシー料金は適用

されません。

予約した便に乗車

できなかった場合

で、一般タクシー

を利用した場合

【日・祝日・年末年始は運休です。】

上郡方面行き 第1・第2ゲート行き

第1・第2ゲート⇔山荘及び施設の送迎サービスを併せてご利用下さい。

（ご利用料金 15円/100ｍ）

近隣スポット 広い店内は、大人から子どもまで楽しめる惣菜パンから
ロールケーキまで、色々な種類のパンで溢れています。
もちろん見た目だけではなく、美味しいパンばかりです。
一度ご賞味ください。
※マイバックをご持参下さい。
（レジ袋は有料です。1枚5円）

兵庫県赤穂市加里屋中洲6-24
TEL.0791-42-3565
営業時間→平日 6:00～18:30・土日祝日 7:00～18:00
定 休 日→毎週火曜日、第3月曜日
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高原管理状況

道路舗装補修工事・排水工事

傷んだ箇所の道路補修を順次おこなっています。

工事中はご迷惑をおかけ致しますが、ご協力の

程お願い致します。

大量の雨によって道路崩壊がおこらないよう、

不備な排水箇所の整備も合わせておこなってい

ます。

草刈・伐採

高原の美化・景観保持、交通安全等のため草

刈及び道路沿いの障害となる枯松を含めた樹

木の伐採・枝切りを順次行っています。

伐　採　中 伐　採　後
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・２泊以上は、上記料金より5,000円/泊 引きでご利用出来ます。

・定員を超える場合は1名につき3,000円追加

　　　（3才以下の幼児の場合は1,500円）

・定員未満の場合は1棟料金より2,500円/名 引きでご利用出来ます。

　この場合の2泊以上は3000円/泊 引きでご利用出来ます。

・キャンセル料　当日… 50%・前日… 40%・2～7日前… 20%

・チェックイン　15:00  ・チェックアウト　10:00

・屋内へのペットの持ち込みは禁止です。

1棟貸切タイプで洗面用具、タオル、寝具、

食器、調理器具…を備えておりますので、

オーナー気分でご利用いただけます。

料金（1棟1泊）

6人用  21,000円 　 4人用  14,000円
　　　（8人迄可能）              （6人迄可能）

6名用タイプ

4名用タイプ

レンタル別荘

◇ 管理事務所  0791−56−0270
◇ 第 1ゲート 0791−56−0236
◇ 第 2ゲート 0791−56−0056

◇ 山の家　　　　 0791−56−0031
◇ スポーツランド 0791−56−0055

和室6帖和室6帖 浴室浴室

玄関玄関

玄関玄関

押入押入

洗面洗面

押入押入 押入押入

押入押入

洗面洗面

wcwc

wcwc

押
入

和
室
6
帖

和
室
6
帖

キ
ッ
チ
ン

ベ
ッ
ド

ベ
ッ
ド

吹
抜
け

物入

TV

キッチン

1F

2F

ベランダベランダ

相生警察上郡派出所

梨 ケ 原 駐 在 所

八 保 駐 在 所

備 前 警 察 署

Ｎ T T

上 郡 消 防 署

備 前 消 防 署

関西電力相生営業所

中国電力岡山東営業所

予約型乗合タクシー

0791-52-0026

0791-55-0110

0791-55-1815

0869-64-3355

局番なしの116

0791-52-1350

0869-64-1119

0800-777-8083

0120-415-322

0791-52-7474

赤穂市民病院

赤穂中央病院

三浦タクシー

中村タクシー

三石タクシー

0791-43-3222

0791-45-1111

0791-52-0013

0791-52-0015

0869-62-0145

お
問
い
合
わ
せ
先

第1・第2ゲート共、23:00～翌6:00は
ゲートカードで入下山出来ます。

（夏場のみ）

TV

和室 6帖和室6帖和室6帖

ベ
ラ
ン
ダ

ベ
ラ
ン
ダ 和室6帖和室6帖

浴室浴室

ベランダベランダ

（

（
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施設ご利用案内

☆ 年中無休 （ご予約は管理事務所）

☆ 料　　金　人工芝コート1h 1,500円

　　　　　　ハードコート1h    500円

☆ 営業時間　9:00～17:00

☆ 営業日時

　　7月18日㈯～8月31日㈰　10:00～17:00

☆ 台風等による

　 臨時休業以外は無休

テニス はりま 農

播磨文 庫

園

シイタ ケ園

コート

山の家

プール

多目的グランド

わんわんパーク

お食事処花

1区画（15～20㎡）年間使用料 5,000円

ご希望の方は管理事務所にお問い合わせ下さい。

はりま農園横のシイタ

ケ園にてシイタケ狩り

が出来ます。時期・料

金等は管理事務所にお

問い合わせ下さい。

約5,000冊の書物を

備えています。

閲覧、貸し出しが出

来ますのでご利用の

方は管理事務所にお

申し出下さい。
☆営業日時

土日祝日 10:00～20:00

5月2日～5月6日（予定）

7月18日～8月31日（火・水定休日）

12月中旬～3月中旬は休館致します。

・都合により、臨時休業とさせていただく日もあ

　りますのでご了承下さい。

・ご予約頂ければ、営業日、営業時間に関係なく

　ご相談させていただきます。

無料・所定の「使用申込書」をご提出下さい。

！

シイタケホダ木（1本 800円～）

乾燥シイタケ（50g 300円～）

管理事務所にて販売して

います。原木栽培ならで

はの美味しさを味わって

みて下さい。

愛犬もリフレッシュ！ 

都会では出来ない空間

を提供します。

鎖をはずして、愛犬を

自由に遊ばせませんか？
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作品展

25年11月23日・24日

アート展・オープンガーデン
26年5月3日・4日

山の家にて開催しました。絵画、陶芸、手芸、工

芸品等の多くの力作が出展され、出来栄えの素晴

らしさに訪れた方々が魅了されました。

イベント

山の家にて、陶芸を中心に同好会の

方々の作品を多数展示しました。

同時に会員の方々の自慢の1品・宝物コーナーを設け展示

致しました。また、庭づくり等を楽しんでおられる方のお

宅を開放して頂きオープンガーデンも催し、たくさんの来

訪者がありました。

http://www.sumisyo-villa.co.jp

TEL 0791-56-0123
FAX 0791-56-0870

37年の実績

新築・リフォーム・仲介

給排水衛生設備工事
給 湯 機 設 備 工 事
水まわりリフォーム工事一式

見積無料

上郡町・播磨自然高原
上下水道工事指定
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定期保守管理致します。

〒678-1232 兵庫県赤穂郡上郡町竹万395-1
       (0791) 52－3711
FAX (0791) 52－2050

TEL(0791)55-0508
　　　　  55-0721
FAX　　 55-0156
携帯 090-9543-0619

わが家にぴったりの
注文家具・建具はいかが？
わが家にぴったりの
注文家具・建具はいかが？
わが家にぴったりの
注文家具・建具はいかが？

何なりとお気軽にご用命ください

赤穂郡上郡町落地

山 本 木 工 芸 所

日曜大工さん用の木材
障子、ふすまの張替え
ガラス

スローライフをサポート

株式会社

新築・増築
リノベーション工事
コンサルタント
山荘管理

赤穂郡上郡町山野里2728-2
            0791-56-0838
FAX 0791-52-3719
携帯 090-3496-5540

カズコーポレーション

お
気
軽
に

ご
相
談
下
さ
い

T E L
TEL

年2回開催の親睦ゴルフコンペには多く

の方が参加されます。ゴルフプレーの後

の表彰式では数個の賞品が当たった方も

おられ、なごやかな雰囲気の中会話がは

ずみました。

次回は11月20日におこないますので、

多数ご参加下さい。

ふれあいまつり 26年5月5日

親睦ゴルフコンペ

26年6月5日

事務所付近で朝早くから始

まる地元野菜の即売やお

米・農産物が当たるビンゴ

ゲームに、多くの方がお越

しになりました。

餅つきの催しもあり子ども

達に大人気でした。
※9月27日をもって第1ゲート

　付近の、ふれあい直販所での

　地元野菜の販売は休止となり

　ました。



今回17号を作成するにあたり、ご寄稿を頂いた方々のおかげをもちまし
て、紙面に光彩を添えられ、無事発刊することができました。ありがとう
ございました。次回18号の原稿を下記要項で募集いたしますので、どし
どしご投稿下さい。

●随想・詩・俳句・川柳・短歌等ジャンルは問いません。

●写真・イラスト
　　ご自慢の絵や写真などに文章を添えて下さい。

●グループ活動などへの呼びかけ
　　「趣味の会を作りませんか」「サークルに参加しませんか」など、
　　情報交流の場としてもご利用下さい。

●寄稿者および記事関係の写真（2～4枚）を添付して下さい。

◎次回18号へのご投稿をお待ち致します。

〈原稿送付先〉　播磨自然高原クラブ「高原だより編集部」
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　最近の広島土砂災害、御嶽山噴火によって多数の人命が失われたのは痛ましい限

りである。自分ではどうしようもない時間、空間の支配によって自身の思いが一瞬

に奪われる現実。

　いつ何時、どこで何が起きるか分からない状況下で、私を含め地球上の生物は活

動している。

　吉田拓郎が若い時に書いた歌詞で「私は、今日まで生きてみました。・・・・明

日からもこうして生きていくだろうと。」

とありますが、若い時は、己主体で生きていくんだ。と粋がっていた時期があった。

しかし今、年老いて過去を振り返ると現実は大勢の人に支えられ生かされている自

分を発見します。象形文字の「人」とは自立し、支えあっていかねば生きていけな

い動物であるため一説には、この文字になったらしい。

　そのため、この様な社会を取り戻そうと各地でコミュニケーション作りの活動が

催しされていますが、ただのイベントの感は否めません。

　20代に「全世界の子供は未来の宝」という言葉に出合い、「我が子オンリー」と

思っていた私は強い衝撃を受けたことを記憶しています。

　ゆとりをもって、周囲に目を向けると全ての子供がとても愛おしく、まるで自分

の子のように思えるのは、気持ちが変わったからでしょうか。

　老人から若者へ、若者から子供へ自分の生き様、その時の場面、風景、環境等の

歴史を伝えることで、子供達は現在と過去を同時に学ぶことが出来ます。その結果、

今の自分の存在を認識し、同時に他人へは優しく接せられる人になってくれるので

はと初老の願いを徒然にしました。

－M－　　

～　無　題　～
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