
No.209 6月

2021年

「コロナ感染状況」「ワクチン接種情報」等を市公式ホーム

ページ、ＬＩＮＥ、メールなどで配信しています。携帯電話

でQRコードを読み取り、登録閲覧画面にお進みください。

飛騨市公式LINE

飛騨市の情報をいち早くお届けします

飛騨市公式
ホームページ

ほっと知る
メールひだ

※撮影用にマスクを外しています※撮影用にマスクを外しています

もくじ

■「ヒダスケ！」飛騨市の関係案内所　　　

　　　　　　　　　　　　　　（２～５）

■情報の広場　　　　　　　　（６～14）

■戸籍の窓　　　　　　　　　（15）

■連載の庭　　　　　　　　　（16～17）

■まちの話題いろいろ　　　　（18～19）

■飛騨市まちづくりレシピ　　（20）



特
集

　簡単に説明すると、地域にあるいろいろな困りごとを解決するため、全国の皆さんの力をお借りしながら、

人々の交流と支え合いを生み出す仕組みのことです。

　観光や飛騨市ファンクラブの活動などを通じ、飛騨市の良さや魅力を感じてくださったことをきっかけにし

て、「飛騨市の皆さんとつながりたい」「飛騨市のためにお手伝いをしたい」と熱心に考え、行動してくださる

地域外の方がたくさんいらっしゃいます。

　「ヒダスケ！」はそうした方々の熱意やスキルと、市民や事業者の皆さんが抱えている困りごとをマッチン

グすることで、人口減少が進む地域の課題の解消につなげ、まちに賑わいをつくろうという取り組みです。

クラウドファンディングの支援

■昨年４月に創設された「ヒダスケ！」飛騨市の関係案内所をご存じですか？

景観保全作業 農作業支援 お祭りへの参加

イベントの企画・運営支援

観光案内所とは

　　　　　違います！

“飛騨市の助っ人”

　“飛騨のお助け”と

つながる案内をします！

市民の皆さんも

ぜひご参加

ください！

とにかく大好きな○○を
一緒に盛り上げる仲間がほしい。

新商品や企画の  
アイデアが欲しい。

農産物の収穫を
手伝ってほしい。
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～合言葉は、お互いさま～
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～合言葉は、お互いさま～



３

　ファンクラブ会員の中から「お手伝い」「お助け」を希望する方が

増えてきたことから、その部分に注目した仕組みをスタートしました。

　市民や事業者の皆さんが、今困っている事や力を借りたい課題に

ついて、主催者としてプログラムをつくって登録。それをＳＮＳや

サイトで発信して参加者を募ります。それに応募・参加してくださっ

た参加者の皆さんには、様々な体験を楽しんでいただいたり、野菜

や地域通貨などのささやかなオカエシをします。「ヒダスケ！」には

もちろん、市民の皆さんにも参加していただけます。

　昨年は４５のプログラムが実施され、延べ４００人の参加がありました。また、クラウドファンディングから地域のファンづ

くりを進めようと支援を行っており、昨年は１０プロジェクトの支援を行いました。全１０プロジェクトの総支援者数は１ ,９

７９人となり、総支援額は２１,３８２,９７０円となりました。今年はより充実させ、６０のプログラム実施に挑戦していると

ころです。コロナ禍でも様々な接点をつくり、市に関わる人を増やしていきます。

■体験された皆さんから貴重な意見が寄せられています。

■「ヒダスケ！」飛騨市の関係案内所がスタートするまで

  【主催者の皆さん】
 ・プログラム終了後に、商品を買ってくださる

　方やクラウドファンディングをする人がいた。

 ・ＳＮＳでつながり、継続的な接点が持てた。

 ・ヒダスケを活用して、人を募集し、集まる　 

   　こと自体が話題になる（ＳＮＳのネタに

　　　なる）。

 ・人手不足解消の一助になった。

　【参加者の皆さん】
 ・地元の方々と交流できて嬉しかった。

 　今後も交流や商品を注文したい。

 ・なかなかお会いできない方に

 　会えたので嬉しかった。

 ・主催者の方のアツい想いを知

 　ることができて共感できた。

 　これからも関わりたい。

③ 「ヒダスケ！」をスタート！

①活動の背景

②飛騨市ファンクラブの設立

③ 「ヒダスケ！」をスタート！

①活動の背景

②飛騨市ファンクラブの設立

　全国平均の３０年後を上回る高齢化率、全国平均の倍以上のスピードで人口減少する「人口減少先進地」である飛騨市では、

人口減少に伴う課題が次々と出ています。地域活力を維持するためには「地域内外の人との交流」がポイントになると考えました。

　心を寄せてくださる方を見える化して、会員との交流を行っていま

す。会員は全国に６ ,２００名。飛騨市の情報をタイムリーにお届け

しています。観光・お買い物・お手伝いなど、関わり方は多様です。
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特
集 「ヒダスケ！」飛騨市の関係案内所

　「ヒダスケ！」には、地域や事業者の皆さんの「困りごとを解決する」という役割があり、「人足」とは違った

意味合いがあります。

　参加者の皆さんは、飛騨市を愛してくださっています。それ

は、一時を観光で楽しんだというだけでは生まれるものではあ

りません。各々が、これまでの暮らしでは得られなかった何ら

かの価値を、飛騨市の中に見出してくださっています。その価

値が「今後もずっと継続して守られていってほしい」と強く願

われながら、汗をかき、知恵をしぼって一緒に行動してくださ

います。地域が継続してほしいという願いは、住民と同じ。そ

の「共感」が大きな特徴で、その場限りの「人足」でもない理

由です。

仲間と一緒に汗かいて　
知恵をしぼれば困りごとも楽しい！

　宮川町種蔵地区の景観保全の

一環として「ｍｙみょうが畑プ

ロジェクト」を開始しました。

　同地区の美しい景観を維持す

るために、みょうが畑の復活を

目指すものです。

　地元生産者の方と一緒に年３

回、草取りや間引き、収穫など

の作業に汗を流します。

　オカエシとして収穫したみょ

うがのお持ち帰りやみょうが料

理の試食もあり、好評を得てい

ます。

　他に集落の石積みの補修の

ワークショップ、草刈り作業な

どもあり、支援の輪が広がって

います。

体験・作業 商品・レシピ開発 広報・ＰＲ活動

　市内事業者の食品の新しい食

べ方やアレンジしたレシピなど

を提案していただき、ＰＲにつな

げます。

　また、参加者と主催者をオン

ラインでつないで製品の試食を

しながら、食べ方の組み合わせ

やＰＲ方法などについて話し合

う場も設けたりします。

　井之廣製菓舗やモリモ食品、

ありがとうファーム、けさまる

りんご園などのプログラムが開

催され、市内事業者の商品のブ

ラッシュアップや新商品開発の

一助になっています。

　参加者の皆さんに飛騨市産の

お米を食べていただき、その感

想や食べ方の提案について投稿

いただく「おこめ部アンバサ

ダー」を設けました。選ばれた

アンバサダーにはお米をプレゼ

ントし、その後も月に２、３回

ご投稿いただくプログラムを実

施しました。その他、かわい野

草茶研究グループや三嶋和ろう

そくの広報プログラムが開催さ

れました。

　また、宮川下流漁協の鮎のブ

ランド化に向け、そのネーミン

グやロゴデザイン製作のお手伝

いを募り、「飛騨のあばれ鮎」と

してＰＲを始めています。

　人足？　ちょっと違います。

４
2021年６月号





６
2021年６月号

財政課 0577-62-8903

令和２年度予算の執行状況の公表（令和３年３月末現在）
お
知
ら
せ

information
Hida City 市役所からのお知らせ

　市の財政運営について市民の皆さんに知っていただくため、「飛騨市財政事情の作成および公表に関する条例」

に基づき、年に２回、予算の執行状況などを公表しています。今回は、令和２年１０月１日から令和３年３月３１

日の予算額に対する歳入・歳出の状況と、基金・市債の年度末残高見込みをお知らせします。なお、一般会計及び

特別会計には５月３１日まで出納整理期間があるため、今回公表する金額は決算額とは異なります。 

市債現在高 市民１人あたり

638,040円148億1,975万円一般会計 ２年度末

688,708円162億3,353万円
一般会計

元年度末

334,037円77億5,868万円一般会計 ２年度末

356,698円84億773万円
特別会計

元年度末

45,834円10億6,460万円一般会計 ２年度末

51,830円12億2,170万円
企業会計

元年度末

1,017,911円236億4,303万円一般会計 ２年度末

1,097,236円258億6,296万円
総額

元年度末

●市債の現在高
学校や道路など公共施設を整備するために借りたお金

（家計における借金）

基金現在高 市民１人あたり

605,045円140億5,338万円一般会計 ２年度末

589,480円138億9,463万円
一般会計

元年度末

64,333円14億9,426万円一般会計 ２年度末

67,463円15億9,016万円
特別会計

元年度末

59,995円13億9,351万円一般会計 ２年度末

58,870円13億8,763万円
企業会計

元年度末

729,373円169億4,115万円一般会計 ２年度末

715,813円168億7,242万円
総額

元年度末

●基金の現在高

収入不足や将来の事業に備えて蓄えているお金

（家計における貯金）

●企業会計の執行状況

営利的性格を有し、民間企業とほぼ同様の会計処理を行う会計です

●特別会計の執行状況

保険事業や下水道など特定の事業を行うために設置される会計です

●一般会計の執行状況

市が行う仕事の中心部分となる会計です。皆さんから納めていただいた市税や国から交付される地方交付税を主な収入源とし、福祉施
策やごみ処理、公共施設の整備、小・中学校の運営など様々な行政サービスの提供に使われます。

３月末執行率

92.8％

48.1％

うち下期支出済額

10億5,888万円

３月末支出済額

3億8,899万円 2億5,454万円

16億7,304万円

予算歳出

水道

病院

8億903万円

18億359万円

３月末収入率

89.6％

51.0％

うち下期収入済額

11億3,462万円

３月末収入済額

4億1,291万円 2億5,264万円

16億1,571万円

予算歳入

水道

病院

8億903万円

18億359万円

３月末執行率

85.9％

86.1％

うち下期支出済額

2億6,373万円

３月末支出済額

25億411万円 14億7,142万円

3億6,363万円

予算歳出

国保

後期

29億910万円

4億2,329万円

89.2％16億4,217万円30億273万円介護 33億6,664万円

89.7％8億6,488万円15億2,330万円下水道 16億9,869万円

61.9％447万円452万円駐車場 731万円

69.7％4,725万円6,777万円情報 9,722万円

82.8％1,924万円2,829万円給食 3,415万円

87.8％43億1,316万円74億9,435万円総額 85億3,640万円

３月末収入率

91.9％

83.1％

うち下期収入済額

2億5,657万円

３月末収入済額

24億1,852万円 13億9,395万円

3億8,904万円

予算歳入

国保

後期

29億910万円

4億2,329万円

83.3％14億2,913万円28億560万円介護 33億6,664万円

31.0％3億4,633万円5億2,662万円下水道 16億9,869万円

99.4％92万円726万円駐車場 731万円

89.7％4,133万円8,725万円情報 9,722万円

90.1％2,104万円3,078万円給食 3,415万円

73.4％34億8,927万円62億6,507万円総額 85億3,640万円

３月末収入率うち下期収入済額
３月末時点
収入済額

予算歳入

市税

地方
交付税

国庫
支出金

県
支出金

市債

その他

歳入
総額

35億6,928万円 34億6,787万円 15億6,524万円 97.2％

105.9％

93.1％

71.3％

39.1％

94.7％

93.3％

72億6,106万円 76億9,154万円 26億8,374万円

47億972万円 43億8,692万円 17億9,875万円

14億2,392万円 10億1,475万円 8億4,335万円

15億1,321万円 5億9,095万円 5億9,095万円

66億1,520万円 62億6,624万円 39億8,592万円

250億9,239万円 234億1,827万円 114億6,795万円

３月末執行率うち下期支出済額
３月末時点
支出済額

予算歳出

総務費

民生費

土木費

教育費

公債費

その他

歳出
総額

66億5,386万円 61億1,931万円 28億8,277万円 92.0％

73.8％

56.1％

85.5％

100.0％

75.6％

80.4％

43億7,338万円 32億2,655万円 17億3,499万円

33億1,467万円 18億5,810万円 13億622万円

15億2,913万円 13億788万円 7億2,159万円

28億5,110万円 28億5,080万円 14億2,435万円

63億7,025万円 48億1,716万円 25億2,512万円

250億9,239万円 201億7,980万円 105億9,504万円
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情報の広場

■補助事業の概要

飛騨市住宅リフォーム補助金（後期分）の受付を開始
お
知
ら
せ

都市整備課 0577-73-0153

あんきで暮らしやすい住まいづくりを推進するために、令和３年度から３年間、住宅リフォーム補助事業を行いま

す。令和３年度の４月に実施した前期申請受付が終了しましたので、引き続き、７月に後期申請受付を行います。

なお、本補助事業は１住宅につき１度しか利用できませんので、よくご検討の上申請してください。

また、令和２年度の緊急経済対策住宅リフォーム補助制度を利用した住宅は、申請できませんのでご注意ください。

■申請受付期間

　７月１２日（月）から１６日（金）まで

　※受付時間は、８：３０から１７：１５まで

■申請受付場所

　飛騨市役所西庁舎３階　都市整備課　または、各振興事務所　担当窓口

■交付対象者の決定方法

　　前期受付にて多数の申請があったことを踏まえ、後期受付より交付対象者の決定方法を、先着順方式から抽選方

　式に変更します。申請総額が予算の範囲を超えた場合は、「公開抽選」を行います。「公開抽選」における、抽選番号・

　抽選日・抽選場所等については、申請受付時にご連絡します。

　　また、抽選の結果については、後日申請者全員に郵送にて通知します。（抽選が中止となった場合も同様）

■申請手続きの流れ

　①住宅リフォーム工事計画書様式を提出（見積書添付）

　②公開抽選にて交付対象者を決定（結果通知の送付）

　③本計画書を提出（工事内容がわかる図面、写真等を貼付）　⇒工事内容の審査（決定）

　④工事完了後、交付申請書の提出　⇒交付決定（補助金の支払い）

　※詳細は、飛騨市ホームページ（右ＱＲコード）をご覧いただくか、都市整備課建築係まで

　　お問い合わせください

補 助 対 象 者 飛騨市に住民登録しており、市税等の滞納がない方

対象となる住宅 市内の一戸建て住宅、または併用住宅

（居住用として利用する倉庫や車庫、外構工事も対象です。）

対象となる工事

補　助　金　額

次のすべてを満たす工事が対象となります。

　①居住する住宅のリフォーム工事

　②市内の業者または個人が施行する工事

　③対象工事費が１０万円以上（消費税含む）

　④申請した年度内に完成する工事

対象工事金額 補助率 補助上限

１０万円以上～１００万円以下 工事費の１/５ ２０万円

１００万円を超える工事 工事費の１/３ ５０万円
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情報の広場

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、児童一人当たり５万

円の『子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）』を支給します。

※ひとり親世帯以外（ふたり親世帯）の低所得の子育て世帯に対する特別給付金の支給については、詳細が決まりし

　だいお知らせします

■支給対象者

　①令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けている方

　②公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

　　※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る

　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準と

　　なっている方

■手続き方法

　上記①に該当する方は申請不要ですが、②または③に該当する方は令和４年２月２８日までに申請が必要となり

ます。

　申請書類等は市ホームページからダウンロードするか、子育て応援課、各振興事務所にてお渡しします。

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の申請
お
知
ら
せ

子育て応援課 0577-73-2458

厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」コールセンター 0120-400-903

新型コロナ感染対策によりマスク生活が続いています。市の令和２年度熱中症(疑い含む)搬送件数は１３件、うち９

件(６９％)が６５歳以上の高齢者です。また半数以上が自宅で発生しています。

今年も早めの熱中症対策をしましょう。

早めの熱中症対策を　～マスク着用により熱中症リスクが高まります～
お
知
ら
せ

■熱中症予防のポイント　

　① 『喉が渇く前に水分補給』　

　　１口、２口と、こまめに水分補給しましょう。

　② 『１日３食たべる』

　　３回の食事で約１リットルの水分補給ができます。

　　食事から熱中症予防に必要な塩分も摂れるため、きちんと食べましょう。

　③ 『十分な睡眠をとる』

　　睡眠で疲れを溜めないようにしましょう。

　④ 『換気と上手な冷房使用』

　　温度・湿度が高くならないように、こまめに換気しましょう。扇風機やクーラーなど早めに使用しましょう。

　⑤ 『外出は涼しい時間帯に』

　　農作業、散歩など屋外活動は涼しい時間帯を選びましょう。屋外活動は

　　もちろん、病院受診時も水分を持ち歩きましょう。

■こんな時は…

　意識がなくなった、意識がぼんやりとするなど症状がある

　場合は、ためらうことなく１１９番へ連絡し救急車を要請

　してください。

地域包括ケア課 0577-73-6233
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成年年齢引き下げ後の成人式について
お
知
ら
せ

生涯学習課 0577-73-7495

民法の改正により令和４年４月１日から成年年齢が１８歳に引き下げられ

ます。飛騨市の成人式「二十歳を祝う集い（仮名称）」は、令和５年１月以降も

現行どおり２０歳を対象として開催します。

■２０歳を対象として開催する理由　　

　・成年年齢引き下げの影響を受ける市民アンケート調査の結果、従来どお

　　りの開催を求める意見が多いこと

　・１８歳を対象とした場合、進学や就職準備を控え出席が難しいこと

　・２０歳を対象とした場合、自ら切り開いた貴重な２年間の進学や就職等

　　について成年者が語り合うことで、飛騨市の良さを再認識する機会とな

　　ること

■開催時期　　

　・１月３日（現行どおり）

■開催方法　　

　・中学校区ごと　古川・神岡の２会場（現行どおり）

　市公式ホームページ（右上QRコード）から市民アンケート調査の結果をご

覧いただけます。

６月から２４時間資源ごみ回収ボッ

クス２台を開設しました。

■増設場所

 ・古川町袈裟丸「袈裟丸研修セン　

　ター向い」

 ・神岡町山田「旧山田保育園　駐　

　車場」

■回収品目

　衣類、新聞紙、雑誌、ダンボール

　紙パック

■利用時間　２４時間

■注意事項

 ・雑誌、新聞紙、ダンボール、紙

　パックは十字に縛ってください。

 ・回収品目以外は置かないでくだ　

　さい。

 ・衣類は袋から出して緑のネット　

　に入れてください。

資源ごみ回収ボックスを新設

（古川町袈裟丸・神岡町山田）

お
知
ら
せ

環境課 0577-73-7482
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【特定外来種防除の実施について】

市内幹線道路沿いをはじめ、市内各所にて防除（抜き取り）を行いますのでご理解、ご協力をお願いします。なお、防除

作業は、外来生物法に従い適切に防除作業を行います。

■期　　間　６月～１０月頃

■場　　所　市内幹線道路（通行量の多い路線の退避場、歩道沿いなど）、河川敷

■施工業者　飛騨市シルバー人材センター

■防除対象　オオキンケイギク（キク科）、オオハンゴンソウ（キク科）

■内　　容　手作業による抜き取り、焼却処分をします。

【防除ボランティアの募集】　

　特定外来生物に指定されているこれらの植物の防除・駆除ボランティアを募集します。

　「防除方法」「処分」「群生場所の紹介」など事前相談をはじめ、現地における「防除指導」、「道具の貸出」などボラン

ティアの皆さんを支援します。お気軽にご相談ください。

【分布調査結果を公開しました】

　令和２年度に実施した分布調査結果を『岐阜県　県域統合型ＧＩＳ』で公開しました。身近な場所にも

特定外来生物が分布し、本来の生態系に影響を与えているかもしれません。是非ご覧ください。

　分布調査は右のＱＲコードからご覧になれます。

　※この事業は「岐阜県森林・環境税」を活用しています

特定外来生物防除の実施・ボランティアの募集
募
　
集

環境課 0577-73-7482

市で保管する国指定重要有形民俗文化財「飛騨の山樵及び木工用具」から、山仕事や山にかかわる生活について紹介

する展覧会です。山の知識を活かし力強く生きるひだびとの姿をぜひご覧ください。

■開催期間　７月３日（土）～８月２２日（日）　■開館時間　９:００～１７:００（入館は１６:３０まで）

■休館日　月曜日（祝日の場合は翌平日）　　　■観覧料　一般２００円、高校生以下無料（無料開放日：第３日曜日）

■関連事業　詳細は展覧会チラシや美術館ホームページでご確認ください

飛騨市美術館　企画展「山と生きるひだびと」を開催
お
知
ら
せ

飛騨市美術館 0577-73-3288

トークイベント

「智慧に満ち溢れた山の生活

                  ～ちょっと昔の山の生活～」

■日時　７月３日（土）１３:００～１４:００

講　演　会

「森林文化の起源を探る考古学」

■日時　７月３日（土）１５:００～１６:３０

トークイベント

「栃の実ー昔ながらのアク抜き技法ー」

■日時　７月１０日（土）１３:００～１４:３０

ワークショップ

「民具のトチクジリも体験！　トチもちづくり」

■日時　７月１１日（日）
（１部）９:００～１２:００／（２部）１３:００～１６:００

ワークショップ

「目抜きダンギリ（ガンド）を使用した自由工作」

■日時　７月１８日（日）９:００～１２:００

トークイベント

「飛騨市広葉樹のまちづくり　トーク＆ワーク

　ショップーオリジナルのスツール作成」

■日時　７月１８日（日）１３:００～１６:００
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新型コロナワクチンの接種に便乗し

たトラブルや悪質商法に注意くださ

い。

■ワクチン詐欺に関する消費者トラ

　ブルについては、下記のホットラ

　インへご相談ください。

■新型コロナワクチン詐欺消費者　

　ホットライン

　℡　０１２０-７９７-１８８

■相談受付時間

　１０:００～１６:００

　（土日祝日を含む）

「新型コロナワクチン詐欺」

  に注意を

お
知
ら
せ

総務課 0577-73-7461

令和４年度の固定資産税に係る新

築、増改築および解体家屋の調査を

行っています。

適正かつ公正な課税のため、調査も

れが生じる事のないよう、予定を含

め下記の期間に工事を着工、完了す

る家屋の所有者は税務課まで報告し

てください。

■対象期間

　令和３年１月２日から

　令和４年１月１日

※すでに税務課による家屋調査をさ

　せていただいた方は報告の必要は

　ありません

家屋の新築、増改築、解体の

報告を

お
知
ら
せ

税務課 0577-73-3742

市では、市が所有する法定外公共物

で、既に機能が喪失してしまってい

るものやその用途を廃止することが

できるものを売払います。

●法定外公共物とは

　道路、河川や水路などのうち、道

路法や河川法などが適用されないも

のを法定外公共物といい赤道（里道）

や青道（水路）などと呼ばれること

もあります。

　手続き方法は、

市公式ホームページ

（右ＱＲコード）を

ご覧いただくか、以

下までお問い合わせ

ください。

法定外公共物の売払い
お
知
ら
せ

建設課 0577-73-3936

生涯にわたって健全な食生活を送る

ことができる人を育てる取り組みが

「食育」です。

　「１日３食きちんと食べる」「家族

そろって食事をする」「家族一緒に

料理をする」「感謝して食事をいた

だく」「地元産の食材を選ぶ」、この

ようなことが「食育」につながりま

す。この機会にできることから始め

てみませんか？

毎年６月は食育月間

毎月１９日は食育の日

お
知
ら
せ

古川町保健センター

0577-73-2948

市では、税収確保のため、市税の納

期内納付を推進しています。便利な

口座振替をはじめ、コンビニ納付や

一部スマホアプリによる決済も可能

です。

　税負担の公平・公正確保のため、

地方税法の規定により、督促状を発

した日から起算して１０日を経過し

た日までに納付されないと、やむを

得ず財産差押などの滞納処分を行う

場合もありますので、納期内納付に

ご理解、ご協力をお願いします。

　なお、一時に納付できない事情が

ある場合はご相談ください。

市税は納期内に納付を
お
知
ら
せ

税務課

各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

６月から１２月までがん検診を実施

します。検診をご希望で、まだお申

込みをされていない方は、７月３０

日までに古川町保健センターへお申

し込みください。

■実施する検診

　胃がん、大腸がん、肺がん、子宮

　がん、乳がん検診

がん検診の申し込み
お
知
ら
せ

古川町保健センター

0577-73-2948

■２０２１スローガン

ご自身の歯磨き習慣を見直してみま

しょう。

歯と口の健康週間
お
知
ら
せ

古川町保健センター

0577-73-2948

一生を 共に歩む 自分の歯
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（一財）あしなが育英会では、保護

者が病気や災害、自死などで死亡さ

れたり、障害（１～５級の障害認定）

を負っているご家庭のお子さんで、

経済的な援助を必要としているご家

庭を対象に奨学金を貸与します。

■応募資格

　高等学校（定時制・通信制を含む）・

　高等専門学校等に在学している生

　徒、または令和４年４月に高校へ

　進学を予定している中学３年生

■奨学金制度の概要

 ・奨学金は「無利子貸与＋給付」型

 ・奨学金　国公立４万５千円（うち

　貸与２万５千円・給付２万円）、　

　私立５万円（うち貸与３万円、給

　付２万円）

 ・入学一時金制度あり

「あしなが育英会」奨学生の

　募集

募
　
集

（公財）交通遺児育英会では、保護

者等が道路における交通事故で死亡

したり、重い後遺障害で働けないな

ど、経済的な理由で、修学が困難な

高等学校以上の生徒・学生に奨学金

を貸与します。

■応募資格

　高等学校・高等専門学校、大学等

　に在学している生徒・学生、また

　は令和４年４月に進学予定の方。

■奨学金制度の概要

 ・奨学金は無利息です

 ・奨学金　月額２万円～１０万円

　（大学などは一部給付あり）

 ・入学一時金制度あり

 ・入学前の予約申請制度あり

 ・ 「学生寮」「家賃補助」など大学生・

　専修生向け制度あり

「交通遺児育英会」奨学生の

　募集

募
　
集

育英会フリーダイヤル

0120-77-8565

育英会フリーダイヤル

0120-52-1286

６月から、夜間・休日に発生した循

環器疾患（※）の緊急処置を必要と

する救急搬送先が、高山赤十字病院

と久美愛厚生病院との間で輪番制と

なりましたので、かかりつけの病院

とは異なる病院に搬送される場合が

あります。

※血液を全身に循環させる臓器であ

　る心臓や血管などが正常に働かな

　くなる疾患のことで、高血圧・心

　疾患・脳血管疾患

　などがあります

循環器疾患に伴う救急

搬送先が輪番制に

お
知
ら
せ

地域包括ケア課

0577-73-6233

令和３年度に市内で行われる選挙の

期日前投票事務従事者および期日前

投票立会人を募集します。

なお、期日前投票事務従事者は、市

の会計年度任用職員として、期日前

投票立会人は、非常勤の特別職職員

として勤務することになります。

■任用期間等

　期日前投票期間のうち１～２週間

　程度

■給料または報酬

　期日前投票事務従事者

　　　　　　　　　　時給８８０円

　期日前投票立会人

　　 　　　　　　日額９,０００円

■応募方法

　下記までお問い合わせいただくか、

　市公式ホームページより詳細をご

　確認のうえお申し込みください

「期日前投票事務従事者、期日

　前投票立会人」の募集

募
　
集

飛騨市選挙管理委員会

0577-73-7461

農業振興地域農用地区域から除外す

る申請を受け付けます。

　農業振興地域の農用地区域に設定

されている農地を転用するために

は、農用地区域から除外したうえで、

転用申請を行う必要があります。

■申請受付期間

　７月２６日 (月 )

　　　　　～８月２７日 (金 )厳守

※1年を通じてこの期間以外は、除

　外申請できませんのでご注意くだ

　さい。また、申請により必ず除外

　されるものではありませんので、

　ご不明な点はお早めにご相談くだ

　さい

農業振興地域農用地区域の

除外申請の受け付け

お
知
ら
せ

農業振興課 0577-73-7466

パソコンの基本操作や一般的なアプ

リケーションの使い方、障がいに応

じた入力支援機器の相談など、電

話、訪問にて対応します。お気軽に

お問い合わせください。（相談無

料）

■対象者　

　飛騨市在住で身体障がい者手帳を

　お持ちの方

身体に障がいがある方の
パソコン利用をサポート

お
知
ら
せ

福祉メディアステーション

飛騨ブランチ 0577-34-1316
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飛騨市美術館

0577-73-3288

13

飛騨警察署からのお知らせ

【チャイルドシートを　　　

　　正しく使用しましょう】

　車に乗るときは、後部座席を含めて

全ての座席についてシートベルトを締

めることが法律で義務づけられていま

すが、同じように６歳未満の幼児を乗

せるときも、チャイルドシートの使用

が義務づけられています。

　時速60㎞で壁に衝突した場合、高さ

約14ｍのビルから落ちるのと同じ衝撃

となります。

　大切なお子さんを守るためにも必ず

チャイルドシートを使用しましょう。

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

一般向けのオススメ 子ども向けのオススメ

『大学教授、発達障害の子
を育てる』
岡嶋裕史／著

光文社

　「敢えて批判を承知で」と前置きし

てから、知的障害と発達障害の違いを

コンピュータに置き換えて語る。さ

らっと読める体験談です。

『ぐん太』

夢枕獏／文

小学館

　作家、夢枕獏が「心の中で、この

30年間ずっと育ててきた」物語。飯

野和好の絵をして完成を見た一冊。

飛騨警察署 0577-73-0110
飛騨市図書館 0577-73-5600 https://hida-lib.jp

〇　子供の体格に合ったチャイル

　　ドシートを選びましょう。

〇　取扱説明書に従って、正しく

　　取り付けましょう。

〇　「面倒だから」「すぐ近くだか

　　ら」といった安易な気持ちは

　　厳禁！

チャイルドシートの
使用にあたって

「飛騨みんなの博覧会」は、市の魅

力を体験プログラムとして提供する

着地型体験イベントです。

体験イベントのプログラム提供者を

募集します。詳しくは、観光課まで

お問い合わせください。

飛騨みんなの博覧会のプログ

ラム提供者の募集

募
　
集

観光課 0577-73-7463

キャラクターを自分でつくって考え、マンガに挑戦します。

びっくりキャラクター、ふしぎキャラクターなど、オリジナルのマンガを

描いてみましょう。

■講　師　ワダアスカ

■日　時　７月２５日（日）、

　　　　　８月１日（日）  

　　　　　１３:３０～１６:００

■参加費　５００円

■定　員　小学校高学年～

　　　　　高校生までの１５人

子ども美術教室Part1　マンガにチャレンジ参加者募集
募
　
集



情報の広場

相談コーナー
相談名 ・相談内容 要予約 実施日 場所時間 問い合わせ

13:00～16:00 古川町公民館

10:00～17:00 古川町商工会

7/21(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所

7/21(水) 11:00～15:00 古川町公民館

ビジネスサポート相談
(売上拡大、経営改善など経営上の相談)

もの忘れ相談
(もの忘れ・認知症の相談)

若者就労相談
(若者を対象とした就労相談)

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明)

○

○

○

-

21(水)、28(水)

7/7(水)、14(水)

   20(火)、21(水)
7/8(木)、9(金)、

県若者サポートステーション
☎058-216-0125

古川町商工会
☎0577-73-2624

商工課
☎0577-62-8901

9:30～11:30 神岡町公民館

7/15(木)

7/8(木)

9:00～12:00

地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

オレンジの森
古川町新栄町11-5
ツタビル２階

ハローワーク高山
☎0577-32-1144

7/7(水) 10:00～15:00 飛騨市役所消費生活相談員による無料相談
(専門の消費生活相談員が消費生活にかかる相談)

○
総務課
☎0577-73-7461

■敷　　金　家賃の３カ月分

■申込期間　６月２３日(水)～６月３０日(水)　　■入居予定日　８月１日(日)

※ＲＣ造…鉄筋コンクリート造　Ｓ造…鉄骨造

・入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください

・個人番号の記載箇所があるため郵送での受付ができません。都市整備課または各振興事務所まで直接ご提出ください

■日　　時　８月２１日（土）１０:００開始予定

■場　　所　飛騨市文化交流センター

■参加資格　１５歳以上４０歳未満

■募集部門　弦楽器・木管楽器・金管楽器（トランペット・ホルン・

　　　　　　トロンボーン・テューバ）・ピアノ・マリンバ

　　　　　　※電子楽器不可

■参 加 費　１０，０００円

■審 査 員　金木博幸（東京フィルハーモニー交響楽団首席チェロ奏者）他

　　　　　　詳しい応募方法などは、市公式ホームページ（右ＱＲコード）をご覧ください。

市営住宅入居者の募集
募
　
集

第２１回飛騨河合音楽コンクールの参加者募集
募
　
集

都市整備課 0577-73-0153（古川・河合・宮川）

神岡振興事務所 建設農林課 基盤係 0578-82-2254（神岡）

公募住宅

種類

募集戸数

所在地

構造・規模

間取り

家賃

新栄町団地

特公賃

（世帯用）１戸

古川町新栄町

Ｓ造３階建

３ＬＤＫ

杉崎団地Ｂ棟

公営

（世帯用）１戸

古川町杉崎

準耐火２階建

３ＬＤＫ

下気多団地

公営

（世帯用）１戸

古川町下気多

木造２階建

４ＤＫ

サン・アルプ旭Ｂ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

ＲＣ造６階建

３ＤＫ

サン・アルプ旭Ｅ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

木造２階建

２ＤＫ

サン・アルプ旭Ｇ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

木造２階建

２ＤＫ

山之村団地

公営

（世帯用）２戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

宮川団地

特公賃

（世帯用）１戸

宮川町林

木造２階建

２ＤＫ

西忍団地

公営

（世帯用）２戸

宮川町西忍

木造２階建

３ＬＤＫ

入居者の所得に応じて決定

駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 共益費別途共益費別途共益費別途共益費別途

飛騨音楽の里 飛騨河合音楽コンクール事務局（河合振興事務所内） 0577-65-2221

14
2021年６月号
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戸籍の窓
情報の広場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/

２０２１年５月３１日現在（敬称略）

お名前　　　　住所　　　　　　　　　　保護者

【古川町】

道田　咲哉　　黒内　　　　　　　　　　友和・明日香

木村　心寧　　下気多　　　　　　　　　勇太・亜希子

稲野　帆高　　是重二丁目　　　　　　　勇貴・洋子

圓山　日陽　　平岩　　　　　　　　　　健太・尚美

【神岡町】

石盛　陽　　　殿（サンアルプ旭Ｃ） 　 博・彩

齋藤　縁　　　山田（上山田４）　　　　貴一・千尋

滋野　友麻　　坂富町（坂富２（下））　大志・登紀子

お 誕 生

ご 寄 付

次の方から温かいご寄付をいただきました。

【飛騨市民病院へ】

匿名（神岡町）　　　　　　　金３０，０００円

さくや

ほだか

ひより

ここね

はる

えん

ゆま

お 悔 み

お名前　　　　　住所　　　　　　　　年齢

【古川町】

三木　久雄　　　壱之町　　　　　　　（91）

小野　俊雄　　　金森町　　　　　　　（88）

渡　　成功　　　下気多　　　　　　　（90）

柴田　和子　　　向町一丁目　　　　　（90）

牧田　昭信　　　増島町　　　　　　　（92）

中屋　肇　　　　上野　　　　　　　　（83）

木下　麻里　　　上野　　　　　　　　（57）

稲野　とし　　　下気多　　　　　　　（84）

田中　治憲　　　下気多　　　　　　　（74）

志賀　登志子　　杉崎　　　　　　　　（74）

下林　文子　　　上町　　　　　　　　（92）

玉腰　武三　　　殿町　　　　　　　　（92）

【宮川町】

上出　元市　　　打保　　　　　　　　（85）

面手　きよ子　　西忍　　　　　　　　（89）

ご 結 婚

お名前　　　　　住所

掛布　知宏　　　河合町稲越
信田　麻吏名　　美濃市

清水　裕貴　　　神岡町東雲（西野町２）
山﨑　麻衣　　　神岡町江馬町（江馬５）

髙林　寛和　　　神岡町船津（堀川１）
森田　美香　　　高山市

中村　健吾　　　古川町若宮一丁目
神出　亜美　　　古川町是重一丁目

【神岡町】

安江　和子　　　坂富町（坂富２（下））　（88）

千原　啓司　　　堀之内（堀之内１）　　（85）

下田　忠雄　　　船津（大門）　　　　　（96）

梶山　恭一　　　東町（坂戸１）　　　　（68）

梶谷　秋子　　　山田（下山田）　　　　（96）

竹原　良一　　　東町（藤里）　　　　　（82）

関屋　恵子　　　東雲（西野町１）　　　（62）
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連載の庭

 令和２年４月から基盤づくりの３

年間として、３つの取り組みを実施

しています。

  これらを順次紹介していきます。

 今回は、「１５年間をつなぐ課題

解決型学習(PBL)の実施」です。

◆１５年間をつなぐ

 保育園・小学校・中学校・高等学

校・特別支援学校。子どもたちの学

ぶ場や学び方、学ぶ内容はそれぞれ

違います。しかし、保育園や小学校

での学びや身に付ける力が、中学校

以降の生活や学習に役立つように、

学びはつながっています。

 こうした「つながり」により子ど

もたちは成長し、大人が理解して関

わることで安心して学び、成長への

道標（なりたい自分）を思い描きま

す。

◆資質・能力マップの作成

 右下は、子どもの育ちの道筋

から１８歳までにつけたい力を

まとめた「資質・能力マップ」

です。保小中高特の教員で話し

合い、作成しました。このマッ

プをもとに、小中学校の「総合

的な学習の時間」等のカリキュ

ラムを見直しています。ふるさ

と学習や防災教育等で実践を進め

ています。

◆課題解決型学習とは（Project 

Based Learning）

 子どもたちが自分の関心や問題意

識などから課題を設定します。自分

で解決方法を考え計画を立て、調

査・分析等を実施してまとめ、提案

をします。その過程で新たな課題が

生じて修正を加えたり、提案を試行

したりすることもあります。

 多様な分野との連携が、学びを広

く深く充実させます。皆様のご理

解、ご協力をお願いいたします。

　新型コロナの感染拡大に伴い、死

を身近に感じる人が増えています。

そんな中で、今『ＡＣＰ　アドバン

ス・ケア・プランニング』と言われ

る、もしもの時、どのような医療や

介護を受けるかを本人や家族、医療

従事者とあらかじめ話し合っておく

ことが求められています。

　自分の将来、いよいよの時となっ

たら、どんな最期を迎えたいかを考

えたことがありますか？「縁起でも

ない」と一言で片づけずに、一度

しっかりと向き合ってください。　

　コロナウイルスのような突発的な

病だけでなく、年齢を重ね徐々に身

体が弱ってきた時や重い病気にかか

り回復の見込みがなくなってきた

時、命を長らえるために、「胃ろ

う」や「静脈栄養法」「人工呼吸器

装着」などの、いわゆる延命処置が

行われることがあります。

 しかし、自分の気持ちが話せない

状態では、周りの家族や友人たち

が、本人に代わって決断するしかあ

りません。もしかしたら、自分の意

思に沿った決断にならないかもしれ

ません。前もって万が一の話し合い

をしていたら、それを元に周りの

人々が考えてゆくことができ、ご家

族の心の負担も軽くなるはずです。

 また、もちろん、こういった意思

は、日々刻々と変化していくもので

すから、日頃から繰り返し話してお

くこともとても大切です。

　終活では、相続や不動産の処分な

ど、お金に関した事柄がクローズ

アップされがちですが、自らの命も

大切な財産です。この尊い命の将来

の行く末を一度、周りの方と一緒に

考えてみてはいかがでしょうか。

※飛騨市終活支援センターでは、人

生の最期の時をどう迎えるかについ

て考えていただくために『わたしの

心づもり』を作成しました。ご希望

の方には、無料で配布します。

　また、右ＱＲコー

ドからもご覧いただ

けます。

問　　飛騨市終活支援センター

　　　（飛騨市社会福祉協議会内）

月一度、終活巡回相談日を開設し

ています。（要予約）

■６月２５日（金）

　神岡振興事務所９:３０～１６:００

学校教育課 0577-73-7494

0577-73-3214

①１５年間をつなぐ課題解決
　型学習 (PBL) の実施
②地域と学校の持続可能な協
　働体制の整備
③多様な交流学習の推進

わたしの心づもり

はじめませんか？

そろそろ
終活

＜その15＞
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■材料（25個分ほど）

・鶏ひき肉　　500ｇ

・薄力粉　　　70ｇ

　・卵　　１個

　・【減塩】増毛醤油　大さじ１.５

　・マヨネーズ　　　　大さじ１

　・いりごま　　　　　大さじ１

　・酒　　　　　　　　小さじ１

　・おろしにんにく　　小さじ１

　・こしょう　　　　　少々

　・サラダ油　　　　　適宜

■作り方

①　ポリ袋に鶏ひき肉とＡを入れ、

　　よくもむ

②　①に薄力粉をふるい入れ、よく

　　もむ

③　フライパンに油を１㎝位の高さ

　　まで入れ、１７０℃に熱する

④　スプーンで②をすくい、形を整

　　え、フライパン

　　に並べ、こんが

　　りと色がつくま

　　で揚げ盛り付け

　　る

■栄養成分

　（1個分）

・カロリー６７Kcal

・タンパク質４.２ｇ

・脂質４.８ｇ

・炭水化物２.４ｇ

・塩分０.１５ｇ

■使用した減塩食品（JSH減塩食品

　日本高血圧学会減塩・栄養委員　

　会）

●増毛醤油〈塩分ひかえめ〉（イ　

　チビキ）　通常のしょうゆより　

　塩分35％カット。こいくちしょ　

　うゆです。魚の煮つけなどにも　

　合うしょうゆです

　例年になく早い梅雨入りになりま

した。それでも周囲の草木は緑が深

まり、それに合わせて山菜などいろ

んな食材が手に入るようになって、

改めて飛騨に住む喜びを感じていま

す。

　そんな中、原木から取れたシイタ

ケをいただきました。早速焼いて食

べましたが、どれだけでも食べられ

る美味しさでした。まれに広葉樹に

生える天然のシイタケも見ますが、

天然物のキノコはとても貴重です

ね。

　シイタケは１年中手に入れること

ができる上に、様々な体にいい成分

が取れる素晴らしい食材です。

　その成分を見てみると、カルシウ

ムの吸収を助けるビタミンDとその

関連成分、血圧降下作用があるエリ

グゲニン、腸の調子を整える食物繊

維、余分な塩分を排出するカリウム

などが多く含まれています。

　さらに肉料理と干しシイタケを合

わせるとコレステロールを排出して

くれますし、血流を良くする働きも

あるので、血圧や中性脂肪などに悩

まされている方、骨粗相症が心配な

方は、ぜひ菌床シイタケの産地であ

る飛騨のメリットを活かして、いろ

んな食べ方で毎日取り入れてほしい

ところです。

　散歩をしているといろんな薬草が

目に入って楽しくなりますね。いろ

んな薬草が例年より少し早めに育っ

ている感じもします。採取に適した

時期を逃さず薬草を手に入れましょ

う。

古川町保健センター

0577-73-2948

地域振興課

0577-62-8904

Ａ

出典：村上光太郎　「薬草を食べる」

みんなで活かして
楽しい毎日！飛騨の

薬草を学ぶ
教養講座

シイタケ

飛騨市飛まわり会

減塩レシピ紹介

『簡単チキンナゲット！』

まめとく減塩協力店をご利用ください

購入先 食料品店、スーパー、産直市場、自家栽培

風邪、高血圧、腎臓病、便秘、二日酔い、

冷え性、不眠症、疲労回復など
効　能
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＼ 市民ライターがまちの話題をお届け!! ／

広報ひだまち特派員レポート
（特派員 ： 水樹  華 ・ 岡田  直樹）

特 レ ポ

特 レ ポ

特 レ ポ

特 レ ポ

特 レ ポ

いろいろ
まちの話題

 河合町稲越の飛騨かわいスキー場で市内のスポーツ少年団の団員とスキークラブ

社会人らが、日頃の感謝の気持ちを込めて清掃奉仕活動を行いました。

 この活動は、平成１９年から継続して行われており、今回で１４回目の開催とな

ります。

 この日、清掃をしたのは「かわいスキージュニア」「古川スキージュニア」「市

陸上スポーツ少年団」の小学１年生から６年生までの団員と保護者、社会人でつく

る「かわいスキークラブ」のメンバーの計９３人。

 参加者らは、広大なゲレンデやロッヂ周辺、市道かわいスキー場線などを、日頃

の感謝の気持ちを込めながらごみを拾い集めました。今回は、ペットボトルや空き

缶など約２２キログラムのごみを回収しました。

感謝の気持ちを込めて清掃
かわいスキー場の清掃奉仕活動

　市は、地震や水害などで大規模な災害が発生した場合、地域の復旧・復興を支援

してくれる災害ボランティアの受け入れの中核となる「災害ボランティアセンタ

ー」の設置等に関する協定を飛騨市社会福祉協議会と結びました。

　災害時の対応については、これまでも協力関係はありましたが、ボランティア要

請などについての取り決めはなく、役割分担も明確ではなかったため、今回の協定

締結に至りました。市が設置場所の確保や人員の派遣、被災者ニーズの把握、必要

経費の支出を担い、市社協がボランティアの受け入れや活動調整、資機材の準備な

どを担うことを明確にしました。市社協の竹本一久会長は「昔は『災害は忘れたこ

ろにやってくる』だったが、最近は『いつでも災害はやってくる』。備えを十分に

やっておかなければ」と話しました。

市と市社協がボランティア受け入れの役割を明確化
災害ボランティアセンターの設置・運営に関する協定を締結

　組織の見直しを行ってきた飛騨市体育協会がこのほど、新たに「飛騨市スポーツ

協会」と名称を変更して体制を一新することを決定し、設立総会を開催しました。

　旧町村にあった支部ごとに活動する体制から、市内の各種競技団体が新協会へ加

盟して活動する体制へと変更しました。また、地域ごとの固有のスポーツ文化を継

続支援する地域事業やスポーツ少年団・中体連などを支援する次世代育成事業にも

力を入れます。

　総会では協会規約や役員の選出、基本方針、事業計画や予算などが議決されまし

た。会長には堀辺明子さんが選出され、「旧体育協会と違う点は、加盟団体の皆さ

んと協議し、連携しながら皆でつくっていくところ。ご協力をいただき、素晴らし

い飛騨市スポーツ協会となるよう頑張っていきます」と話しました。

体制一新してスポーツ振興を図る
「飛騨市体育協会」から「飛騨市スポーツ協会」へ

　迅速な消火活動で燃え広がる枯れ葉などを消し止めたとして、消防本部は、古川

町の重田裕之さんと清水廣通さんに感謝状を贈りました。

　２人は４月２０日の夕方、同町中野で、焼却中の枯れ葉から草地に火が燃え広が

っている現場に駆け付け、近くの消火栓にホースをつないで消火活動を行い、草な

どに約５分間放水し、延焼を防ぎました。

　清水さんは「家の窓から煙が見えた。ただごとではないと思い、とっさに車で向

かった」と語りました。重田さんは「近所の女性から助けを求められ、すぐに消火

栓にホースをつないだ」と振り返りました。

　中畑和也消防長は「迅速な１１９番通報と初期消火をしていただきとてもありが

たい」と感謝しました。

古川町の重田さんと清水さん
初期消火活動をした市民へ消防長から感謝状を贈呈
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飛騨市役所

　プロ道化師「Clown Toka（クラウン トカ）」として活動する河合町の岡崎賢一

郎さんが宮川小学校を訪れ、全校児童８人にパフォーマンスを披露しました。

　この特別授業は、児童たちの「小学校にぜひ来てほしい！会ってお話をした

い！」という要望で実現しました。

　岡崎さんは、ジャグリングや軽妙な動きを児童と掛け合いながら進めていき、児

童たちは岡崎さんの予測不能な動きに釘付け！短い時間でしたが、笑いがあふれ、

みんな口々に「楽しかった！また来てほしい！」などと話していました。

　教室では、岡崎さんがこれまでの歩みを語り「これから、沢山の人に出会って、

自分のギフト（役割）を大事にして、周りのみんなに助けてもらいながら夢を叶え

ていってほしい。頑張って！」とエールでしめくくられました。

心に響くみんなへのギフト
宮川小学校にクラウンさんがやってきた！

　神岡町内の山中に建設予定の東京大学宇宙線研究所「ハイパーカミオカンデ」の

トンネル掘削工事が５月６日に始まり、着工記念式典が現地で開かれました。

　同施設は「ニュートリノ振動研究」「ニュートリノ天文学」「陽子崩壊探索」の

３つを目的に建設されるもので、検出部分はスーパーカミオカンデの１０倍規模、

従来の２倍の感度を誇る高性能光センサー約４万本を備えています。

　式典に出席した同研究所の梶田隆章所長は「構想から２０年以上経った極めて重

要な計画を、日本がホスト国としてやれる事は素晴らしい。今後も着実に建設を進

め、良い成果がどんどん出てほしい」、同じく塩澤眞人教授は「計画通りに装置の

性能をしっかり出すことが大事で、良い成果を出したい。観測データを早く見られ

ることを心待ちにしています」と話していました。

ハイパーカミオカンデ計画のトンネル掘削はじまる
２０２７年の実験開始めざす

　市は、飛騨市防災士会（柚原孝志会長、会員１１９人）と災害時の支援活動や市

民への防災啓発活動に関する協定を締結しました。

　同会は平成３１年に結成され、これまで「赤ちゃん防災講座」や小中学校での防

災授業などを実施。また、飛騨市防災リーダー養成講座も継続して開催し、防災士

の資格を取得した市民が現在２０２人いらっしゃいます。

　今回の協定は、自然災害が発生した場合、同会メンバーが避難所運営の支援など

を行う他、平時には防災意識の向上や知識の普及などの活動を行うものです。

　都竹市長は「いろいろな形で知識の習得やレベルアップ、実戦につなげられる能

力を身につけていただくような活動をお願いしたい」とあいさつ。柚原会長は「避

難所運営をバックアップできるような組織にしていきたい」と話しました。

避難所運営や市民の防災意識の向上に向けて連携
飛騨市防災士会と市が協定を締結

　食育事業の一環として、宮城保育園の園児たちに苗の植え付けを体験してもらい

ました。市内で作られた農産物のおいしさ、食の大切さなどを知ってもらう食育事

業の一環です。古川町畦畑のトマト生産者・坪根邦一さんを講師に年長児２３人が

参加しました。

　坪根さんは「トマトは栄養がたくさん詰まった野菜です。おいしいトマトをたく

さん作りましょう」とあいさつ。この後、園児たちは保育士らの手を借りながらひ

とり１個ずつ渡されたポットの土に穴を掘り、お気に入りの苗を植えて、水遣りや

支柱の立て方を教えてもらいました。

　園児たちは「がんばって育てるぞ」「大きくなってね♪」と笑顔を見せ、坪根さ

んも「１鉢に１００個くらい生らせましょう」と声を掛けていました。

トマト名人のミニトマトをみんなで育てましょう
宮城保育園で苗の植え付け体験

Ⓒハイパーカミオカンデ研究グループ提供
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