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永年にわたる功績をたたえる

飛騨市表彰式を開催

受章・受賞された方は次の皆さんです（敬称略・順不同）
【自治功労者】
森下　真次（宮川）元飛騨市議会議員
福田　幸博（古川）元飛騨市代表監査委員
北村　逸朗（神岡）元飛騨市消防団副団長

【功績者】
中嶋　国則（古川）元飛騨市議会議員
洞口　和彦（神岡）元飛騨市議会議員
田谷　義雄（神岡）元飛騨市消防団副団長
中村　篤志（古川）元飛騨市消防団分団長
牛丸　忠司（古川）元飛騨市介護保険認定審査会委員
島　　秀夫（古川）多年にわたり在宅介護
小笠原　唯（古川）愛鳥週間用ポスター原画コンクール
　　　　　　　　　　　 小学校の部で環境大臣賞

【未来づくり賞】
飛騨市民病院を守る会（針田俊一会長）
※住民の立場から飛騨市民病院の維持発展に尽力
高野千本桜夢公園整備委員会（岡田善徳委員長）
※桜を植樹するなどして古川スキー場跡地を活性化

叙位・叙勲・褒章受章者
【従五位】
（故）向川原　安夫（古川）元県立船津高等学校校長
（故）小谷　俊明（古川）元県立岐南工業高等学校校長

【正六位】
（故）牛丸　欣吾（神岡）元神岡商工会議所会頭
（故）蒲　　嘉彦（古川）元国府町立国府中学校校長

【旭日双光章】
洞口　　博（古川）元岐阜県議会議員

【瑞宝双光章】
（故）平井　賢市（河合）元河合村収入役
田中　勲（古川）元名古屋法務局民事行政部首席登記官

【旭日単光章】
（故）石腰　保昭（宮川）元宮川村長
（故）木下　忠男（神岡）元飛騨市議会議員
清水　昭南（河合）元北飛騨商工会会長
村杉　達雄（富山県）元神岡町議会議員

【瑞宝単光章】
柚原　孝志（古川）元飛騨市消防団副団長

【藍綬褒章】
田谷　義雄（神岡）元飛騨市消防団副団長
室屋　勲（古川）飛騨市消防団副団長

令和２年度

　永年にわたり市政発展に貢献された方々を
表彰する令和２年度飛騨市表彰式が２月６日、
飛騨市役所で行われ、今年は自治功労者３人、
功績者７人、未来づくり賞２団体の皆さんが表
彰されました。
　皆さんの永年にわたる功績をたたえ、その
労をねぎらうため、式典では都竹市長から賞
状が手渡されました。また、今春までに叙位・
叙勲・褒章を受章された方々の披露も行われ、
列席した来賓などから拍手が送られました。

場広の報情
窓の籍戸

飛騨市ホームページでもお知らせしています 
飛騨市ホームページ https://www.city.hida.gifu.jp/ 

携帯サイト https://www.city.hida.gifu.jp/mobile/ 

QR コード 

お誕生

ご寄付

〔旭保育園へ〕
梯子会　様（神岡町）   金１０万円

〔飛騨市民病院へ〕
匿　名     金２万円

お悔み

【古川町】
忍　　政廣 上気多   （77）
清水　吉衞 是重一丁目  （93）
粟津　キヌヱ 南成町   （94）
中谷　伸一 杉崎   （78）
佐藤　厚子 大野町   （81）
無雁　トシ子 栄一丁目  （84）
船谷　眞佐代 栄一丁目  （74）
菅沼　日出夫 殿町   （77）
洞口　朝子 高野   （80）
重山　政弘 増島町   （86）
天木　健一 沼町   （73）
村山　きみ子 下気多   （96）

【河合町】
中谷　桂次 角川   （95）
南　　道枝 保木林   （83）
尾﨑　ヨシ 角川   （95）

【宮川町】
宮川　伊代乃 種蔵   （79）

【神岡町】
　井　ヤエ子 坂富町（昭和町３） （87）
北村　正孝 緑ケ丘（緑ケ丘２） （88）
坂屋　憲平 東町（城下１）  （89）
岡田　雪枝 江馬町（江馬３）  （96）
甲谷　美代 江馬町（江馬４）  （90）
柿本　フミ 東町（坂戸１）  （98）
城野　ちか 坂富町（坂富２（下）） （87）

西谷　秀夫 東雲（西野町３）  （85）
中林　久雄 船津（蔵前）  （92）

お名前 住　所

【古川町】
關口　柾士朗 幸栄町   耕太・春美
橋爪　澄依 下気多   大貴・利穂

【宮川町】
野道　絢心 林   涼太・千晴

【神岡町】
四反田　悠来 坂富町（昭和町３） 裕司・由香利
三貫納　颯馬 吉田（吉田中）  雅峻・友莉

お名前 住　所 保護者

まさじろう

すい
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そうま

２月２８日現在（敬称略）

次の方々から温かいご寄付をいただきました。
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飛騨市体育協会は、飛騨市スポーツ協会として再出発します

飛騨市体育協会は飛騨市スポーツ協会へ名称を変更、組織の見直しを図り、４月に再出発します。

【改革に至った経緯と現状・課題】
　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により県民スポーツ大会の１年延期
や全国大会などのスポーツイベントの中止
が相次ぐ中、飛騨市体育協会の事業もほぼ
全ての事業が中止になりました。
　そこでこれを好機ととらえ、長年の懸案で
あった組織改革を行う事になりました。
　まずは岐阜県スポーツ協会による「ス
ポーツ協会の仕組みと将来像」について講
演会を実施。その後、先進地視察として「瑞
穂市体育協会」「郡上市スポーツ協会」を視
察しました。講演会と視察を通じて、飛騨市
体育協会の現状を役員の皆さんが把握。課
題が浮き彫りになりました。

【現状と課題①加盟団体がないこと】
　体育協会とはスポーツ関係団体、競技団体を
統括し地域スポーツ振興を担う公的団体です。し
かし、飛騨市では市内競技団体の加盟制度がなく
市民大会や町民大会は専門部と称する「個人」で
引き受けている種目専門部長と事務局を中心に
開催している現状でした。

【現状と課題②支部制度】
　旧町村の体育協会を支部制度として存続させ
平成16年にスタートした飛騨市体育協会は本部
と４支部から構成。2期4年をかけて「ゆるやかな
統合」を目指しましたが、さまざまな課題にぶつか
り統合が実現しませんでした。言い換えれば旧町
村体育協会、4支部が異なる仕組みのまま、方向
性がバラバラの状態でした。

それでは飛騨市スポーツ協会の
「改革」について説明します。

【最後に】
地域に根差した「スポーツ統括団体」として大きな一歩を踏み出します。
地域、市民の皆さんに支えられ、末永い飛騨市のスポーツ振興の一翼
を担う団体へ成長できるよう努めてまいりますので、皆さんのご理解、
ご協力をお願いします。

スポーツ振興課 0577-62-8030

市内競技団体の皆様への説明会、ヒアリ
ングを通じ2月末現在で15団体が加盟
を表明。今後は協会や連盟といった競技
団体が市民大会やスポーツ教室といっ
た事業を企画、運営する事になります。

【改革①加盟団体制度】

毎年お盆にふるさとへ帰省される方々を
交えて開催する通称「盆野球」や宮川町
民運動会など、これまで体育協会が担っ
てきた「地域固有のスポーツ文化」が消
えないように実行委員会等で継続支援
するため「地域事業部」を発足。4支部廃
止が地域衰退にならないようにします。

【改革②地域事業】

「飛騨市スポーツ少年団」をスポーツ協
会加盟団体に位置付け、「子どもからお
年寄り」まで幅広い世代のスポーツ振興
を支えます。更に「地域部活動」といった
中学校部活動を地域で支える「ジュニア
世代」に対する事業強化を図ります。

【改革③育成事業】

令和３年度 組織再編
旧町村の支部組織から
令和新時代に対応する持続可能な組織へ
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図書館の運営方針を新しく定めました。

図書館を使って、人生を楽しみましょう！

■ほっと知るメール
　イベント情報などをメール・
LINEで随時配信しています。

■図書館だより
　（回覧・月1回発行）

飛騨市図書館
所在地：〒509-4292
岐阜県飛騨市古川町本町２-22

（飛騨市役所西庁舎１階）
電話番号：0577-73-5600

飛騨市神岡図書館
所在地：〒506-1111
岐阜県飛騨市神岡町東町378

（飛騨市神岡振興事務所１階） 　
電話番号：0578-82-1764

情
報
発
信

開館時間：コロナ対策・冬時間で一時的に変わっています
             ３月までは、平日９:00～19:00、土日祝９:00～17:00
             ４月から、平日の閉館時間は20:00になります
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日休館）、
　　　 最終金曜日（図書整理日）、年末年始

開
館

問
合
先

■ウェブサイト
   https://hida-lib.jp/

■facebook
   https://www.facebook.com/
   hidalib/

■Twitter
   https://twitter.com/hida_lib/

借りるだけじゃない！図書館の「使い方」借りるだけじゃない！図書館の「使い方」
　図書館はどなたでもご利用で
きます。図書館に入ることや本を
読むこと、本を借りることなどす
べて無料です。
　新聞や雑誌もたくさんありま
す。（新聞：13紙、雑誌：100誌）

　資料探しのお手伝いをします。
「干し柿の作り方は？」「歴代の町
長の名前を知りたい」「読めない
漢字がある」などなど、何でもご
ざれ！ 図書館に関する資格を持つ

「司書」が皆さんの暮らしの疑問
や悩みに本を使って答えます。

本のリクエストも 新聞雑誌も 調べ物も
　ご希望により図書館
にない本を購入した
り取り寄せます。

　本を読むということに、どんなイメージがありますか。
　真面目な、堅苦しい、勉強のようなもの？時間があればと思い
つつ、後回しになるもの？
  人は、自分の知らないことや新しいことを知るとき、「わくわく」
するものです。この「わくわく」＝知的好奇心は、子どもだけでは
なく、生きている限りずっと持ち続けることができる感情です。
わくわくしながら本を選び、読み、ある人
はまた本を残す。それが人の成長

につながってきたのです。
　飛騨市図書館・飛騨市神岡図書館は、皆さんの「わく
わく」を刺激し、成長する支えとなります。この運営方
針は5年間の計画ですが、10年、20年、50年先の飛
騨市に生きる人々が、楽しく、豊かな気持ちで暮らし
ていけるよう、図書館で自分らしい「わくわく」を見つ
けてほしいと願っています。

特
集 飛騨市図書館運営方針策定 場

版ドイワ
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