
「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
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スーパーカミオカンデ

水５万ｔ

光センサー
１万１１２９個
高さ４２m
水深
４１.４m

直径３９.３m

ハイパーカミオカンデ

直径６８m

水２６万ｔ
高さ
７２m

光センサー
４万個

水深
７１m

　飛騨市民にとって待ちに待っ

た日を迎えることとなりました。

ハイパーカミオカンデ計画の着

工記念式典。５月２８日（金）

に神岡町内で関係者が集い、着

工を祝いました。コロナ禍とい

う状況のもと、遠方からの出席

者はＴＶ会議システムを用いて

参加するというハイブリット型

の式典となりました。

　広報６月号では鍬入れ式の模

様を紹介しましたが、今回、特

集記事として少し詳しくお伝え

します。

　飛騨市民にとって待ちに待っ

た日を迎えることとなりました。

ハイパーカミオカンデ計画の着

工記念式典。５月２８日（金）

に神岡町内で関係者が集い、着

工を祝いました。コロナ禍とい

う状況のもと、遠方からの出席

者はＴＶ会議システムを用いて

参加するというハイブリット型

の式典となりました。

　広報６月号では鍬入れ式の模

様を紹介しましたが、今回、特

集記事として少し詳しくお伝え

します。

　ハイパーカミオカンデは、２００２年と２０１５年のノーベル物理学賞受賞に至ったニュートリノ観測施設であるカミオ

カンデと現行のスーパーカミオカンデを凌駕する巨大水タンクと、そのタンクの中に並べる超高感度光センサーからなりま

す。この実験装置は、素粒子を観察する「顕微鏡」であると同時に、飛来するニュートリノを用いて太陽や超新星爆発を見る「望

遠鏡」とも言われています。

　陽子崩壊の発見やニュートリノのＣＰ対

称性の破れ（ニュー

トリノ・反ニュート

リノの性質の違い）

の発見、超新星爆発

ニュートリノの観測

などを通して、素粒

子の統一理論や宇宙

の進化史の解明を目

指しています。

ハイパーカミオカンデ

のイメージ図

２
2021年８月号

　現在、アクセストンネルの掘削が開始されるという大きなマイルストーン（節目）が達成されたとこ

ろです。今後、地下の大空洞、水槽が完成します。国際研究者グループは水槽内に取り付けるさまざま

な装置を協力して準備を進めています。日本が中心になり従来比２倍の感度を持つ光センサーの製造が

進行しています。一方で海外の研究者が中心になって別タイプの光センサーの開発も行っています。ま

た、センサーに取り付けるカバー製造についてスペイン政府が正式に承認したという朗報が届きました。

２０２６年にはこの地に海外からさまざまな装置を運び入れ水槽に取り付けることになります。

　この計画はさまざまな科学の目的を持っています。東海村のＪ-ＰＡＲＣから加速器を用いニュート

リノを神岡に飛ばしてニュートリノと反ニュートリノの変身を比較し違いを見つけることで宇宙の物質

の進化を理解することに繋がります。また、ニュートリノ天文学を推進しカミオカンデ以来の夢である陽子崩壊の発見を目指します。

塩澤実験代表者　「宇宙の物質の進化を解明する」

ハイパーカミオカンデの概要と目的

　ハイパーカミオカンデの建設に合わせ、神岡か

ら直線距離で約３００ｋｍに位置する茨城県東海

村にあるＪ－ＰＡＲＣの加速器もアップグレード

（性能を向上）されます。そこで生成されるニュー

トリノおよび反ニュートリノのビームを現在の

０．５メガワットから１．３メガワットへとパワー

アップし、より多くの現象の観測を可能にします。

東海村のＪ－ＰＡＲＣはアップグレード

　宇宙を構成する物質はクォークとレプトンという

素粒子から形成されています。その素粒子のひとつ

がニュートリノであり電気を持っていません。その

ため、他の物質とほとんど反応しないため、１秒間

に私たちの体を数百兆個も突き抜けるとされていま

すが、感じることはありません。幽霊のような素粒

子でまだ性質の全容は解明されていません。

ニュートリノってなに？

市民の誇り
また一つ

ハイパーカミオカンデ着工
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①古田岐阜県知事（代理・河合副知事）　②井上内閣府特命担当大臣　③三谷文部科学省大臣政務官　④山内高エネルギー加速器研究機構長

⑤納三井金属鉱業（株）代表取締役社長　⑥押味鹿島建設（株）代表取締役（当時）　⑦梶田東京大学宇宙線研究所長

⑧五神東京大学前総長　⑨藤井東京大学総長　⑩中畑東京大学宇宙線研究所副所長　⑪川谷神岡鉱業（株）代表取締役社長（当時）

⑫金子俊平衆議院議員（代理・谷口秘書）　⑬都竹市長　⑭亀谷神岡商工会議所会頭（ハイパーカミオカンデ計画推進期成同盟会会長）

⑮塩澤教授（ハイパーカミオカンデ実験代表者）　⑯澤飛騨市議会議長　⑰木村神岡鉱業（株）取締役　⑱葛谷議員　⑲高原議員

⑳籠山産業常任委員長　㉑德島議員　㉒池野和佐保区長代理　㉓森山東京大学宇宙線研究所教授　㉔上ケ吹議員　㉕布俣岐阜県議会議員

㉖向井神岡行政区長会長　㉗前川議員　㉘植田神岡商工会議所専務理事　㉙渡邉飛騨市観光協会長　㉚森田飛騨市神岡振興事務所長

ハイパーカミオカンデ着工記念式典出席者（順不同）

▲建設をサポートする

　研究者の皆さん

▲建設をサポートする

　研究者の皆さん

来年（令和４年）春～夏

頃の空洞設置部分への到

達を目指し、作業が進め

られています。

アクセストンネル掘削開始

製造が始まった高感度光

センサーは、従来よりも

感度が２倍に改良されて

います。最終的には４万

個ものセンサーが水槽に

取り付けられることにな

ります。

光センサー製造開始

実験開始までのスケジュール

２０２１２０２０ ２０２２ ２０２３ ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８年度

地質調査
光センサー
設置

実験
開始

水槽建設
アクセス
トンネル掘削

空洞掘削

光センサー製造

純水システム構築 注水

Ｊ－ＰＡＲＣアップグレード

1 2 3

4 5 6

7 8 9

23 24 25 26 27 28 29 30

22212019181716

10 11 12 13 14 15



特
集 ハイパーカミオカンデ着工

　東京大学が高エネルギー加速器研究機構、世界中の研究機関とともに進めている本計画について、

岐阜県飛騨市神岡町において建設を本格的に開始し本日、着工記念式典を開催する運びとなりました。

ご支援をいただいている方々とこの日を迎えることができたことをとても嬉しく思っています。

７月１４日に、ハイパーカミオカンデがデザインされたラッピングトラック出発式が行われました。

関連記事は１８ページをご覧ください。

カミオカラボではハイパーカミオ

カンデの着工を記念し、企画展が

開催されています。（～８月末）

式典の動画はこ

ちらからご覧に

なれます。

今回の特集ページでの写真は

すべて東京大学および東京大

学宇宙線研究所より提供。（市

長およびカミオカラボの写真

を除く）

４
2021年８月号

神岡振興事務所 宇宙物理学支援室 0578-86-9222

梶田宇宙線研究所長 「この日を迎えられて嬉しく思う」

　心待ちにしていた日がやってきました。市民を代表して心からお祝い申し上げます。市として宇宙

物理学研究のバックアップを全面的に取り組んでおり、本計画にあたっても地元経済界とともに組織

を作り国への予算要望を行っています。また、カミオカラボでの研究成果のアウトリーチ活動（分か

りやすい言葉で伝える活動）も研究への一助になると考えています。

　市民にとって当地での宇宙物理学研究は誇りです。研究施設は地域を維持していく、地域を発展さ

せていくという意味においても大きな意義を持っている施設です。これから始まる工事において困難

な場面もあると思いますが、我々も一緒になって課題解決に取り組みます。

都竹市長 「市民にとって宇宙物理学研究は誇り」

　ニュートリノという言葉が広く知られるようになったのは故人となられた小柴先生が２００２年に

ノーベル物理学賞を受賞されたタイミングであったと思います。カミオカンデから数えてハイパーカ

ミオカンデは３代目ということになりますが、小柴先生が受賞される以前から構想されていました。

２０年越の構想が実って、いよいよ建設工事が開始できました。ハイパーカミオカンデという最先端

の研究施設には研究者が世界中から集まり、まさに未知なるものと対話するチャネル（経路）を開い

ていく存在になること、および、地域の方々、企業の方々との多様な対話を促すものになることを願っ

ています。それらを通じて無形の価値が生み出され、世界の学術、人類社会全体の発展に貢献するた

めの原動力となることを期待しています。

藤井東京大学総長 「２０年越の構想が実る」

ひだ宇宙科学館カミオカラボ企画展

詳しくは

こちら

「ハイパーカミオカンデ」ラッピングトラックが出発



情報の広場

特定空家等に対する略式代執行に係る公告について
お
知
ら
せ

市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条第２項に規

定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確

知できないため、法第１４条第１０項の規定により、次のとおり公告しました。

公告の日　　令和３年７月２０日　（令和３年飛騨市告示第２２０号）

⑴　所 在 地　　飛騨市河合町羽根字中洞口５５３番地、５５４番地１

⑵　家屋番号　　５５３番

⑶　種　　類　　寄宿舎

⑷　構　　造　　木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建

⑸　床 面 積　　２４５．５７平方メートル

１　対象となる建築物

　　の概要

当該建築物（基礎部分を除く）について３の期限までに除却すること。２　所有者等が行うべ

　　き措置の内容

所有者等が３の期限までに２の措置を行わないときは、法第１４条第１０項の規定

により市長または市長が命じた者もしくは委任した者（以下「市長等」という。）が、２

の措置を行う。

４　飛騨市長による措

　　置

市長等が２の措置を行うときは、当該建築物およびその敷地に残置されている動産

等を撤去し、処分する。動産等について権利を主張しようとする者は、３の期限まで

に搬出し、またはその物を指定して保管し、もしくは引き渡すよう、６の問い合せ先

に通知すること。

５　動産等の取り扱い

令和３年８月３０日３　措置の期限

総務課　　電話：0577-73-7461（直通）0577-73-2111（代表）ＦＡＸ：0577-73-6373６　問い合せ先

５

information
Hida City 市役所からのお知らせ

令和３年７月１日からの大雨災害で被災された方々の支援のため、義援金

を受け付けます。

お寄せいただいた義援金は被害状況に応じて按分され、各被災道県に設置

された義援金配分委員会を通じ、全額を被災された方々にお届けします。

皆さんの温かいご支援をお願いします。

■募集開始義援金　令和３年７月大雨災害義援金

■募金箱設置期間　７月１４日（水）～１０月３１日（日）

■募金箱設置場所

　ハートピア古川、市役所本庁舎、各振興事務所、飛騨市図書館、神岡図書館、

　飛騨市民病院

※領収書等が必要な方は下記へお問い合わせください

義援金の募集
募
　
集

■口座振替の方

　納期限前日までに残高の確認をお

　願いします。

■納付書の方

　納付書に記載の金融機関、コンビ

　ニ、スマートフォン決済アプリ等

　で納付してください。

※毎月給与の支払いを受けている方

　は、勤務先で給与から住民税を差

　し引く方法による納税ができます

　ので、事業主に相談ください

市・県民税の納期限は

８月３１日（火）

お
知
ら
せ

税務課

各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

地域包括ケア課 0577-73-6233
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情報の広場

■設置場所

　古川町：①若宮駐車場内

　　　 　②袈裟丸研修センター向い

　神岡町：③神岡振興事務所駐車場　公衆トイレ横

　　 　　④旧山田保育園駐車場

　河合町：⑤河合振興事務所駐車場

　宮川町：⑥宮川町保健センター駐車場

■回収品目

　衣類、新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック

■注意事項

　・新聞紙、雑誌、段ボール、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。

２４時間資源ごみ回収ボックスを正しく利用しましょう
お
知
ら
せ

６月に新たに２カ所を開設しました。しかし、利用者の中には違反物(古紙・衣類以外のもの、消火器等)を出される方

が見受けられます。正しくルールを守り、より多くの方に利用していただけるよう、ご理解の程よろしくお願いしま

す。

＜違反物＞

環境課 0577-73-7482

■小説「弱虫日記」映画化決定！　メイン

　ロケ地を飛騨市に!!

　２０１４年公開、脚本作「百円の恋」が日

　本アカデミー賞最優秀脚本賞に輝くな

　ど映画賞２１冠を獲得。２０２０年公開、

　東京国際映画祭で”最優秀脚本賞”を受

　賞した大ヒット映画「喜劇 愛妻物語」で

　は、原作・脚本・監督を務めた今大注目の

　足立紳監督。

　そんな足立監督の原作・脚本でもある青

　春小説「弱虫日記（講談社文庫）」が飛騨

　市をロケ地に映画化が決定しました。　

　（映画タイトルは未定）

■全面バックアップで映画化を応援！！

　飛騨市では、撮影を全面バックアップするため、ロケ地やエキストラ登録を随時行っています。

　今後、ロケ地を選定する際に、ご自宅や空き地、事業所など撮影をお願いすることがありますので市民の皆さんの

　ご理解ご協力をお願いします。ぜひご一緒に映画を盛り上げていきましょう。

足立紳原作「弱虫日記」飛騨市をロケ地に映画化決定！
お
知
ら
せ

観光課 0577-73-7463

▲７月１２日（月）映画化およびメインロケ地

　発表会の様子

 ・消火器：使用済みはリサイクルセンター  

　　　　 へ持ち込み処理

 ・カバン類：金属部分を外して可燃ごみ　

　　　　　 （金属は金物）

 ・飲料水包装紙：雑紙として紙類専用袋　

　　　　 　　　（オレンジ色）



情報の広場

７

■上水道管の漏水調査を進めています

　市では、大切な水資源を有効に利用するため、上水道管の漏水調査を進

　めています。市が委託した事業者が、皆さんの宅地内に立ち入る場合が

　ありますので、ご理解とご協力をお願いします。

　また、道路上など、各家庭の宅内以外の箇所で水漏れを発見された場合は、

　水道課、または各振興事務所へご連絡ください。

■宅地内の漏水点検は定期的に！

　宅地内で漏水が発生すると、漏水した水量分の

　水道および下水道使用料は、原則として使用者

　の負担となります。定期的に点検をしましょう。

◎漏水の確認方法

　１．屋内、屋外のすべての蛇口を閉める。

　２．水道メーターのパイロット部分（指針）が

　　　回転していないか確認する。

　３．回転している場合は、漏水の可能性があります。

漏水の発見にご協力を
お
知
ら
せ

■下水道への接続について

　生活に身近な下水道は、生活環境

　の改善・河川の水質の保全など、

　暮らしの環境づくりに大きな役割

　を担っています。

　下水道の使用区域では、水洗便所、

　風呂、台所などからの生活排水を

　下水道に接続することによりはじ

　めて機能を発揮します。

　住み良い環境づくりのため、接続

　していない事業者や市民の皆さん

　には、一日も早い接続をお願いし

　ます。

※下水道接続工事費について、「資

　金融資あっせん助成制度」があり

　ます。詳細は以下までお問い合わ

　せください

『９月１０日は下水道の日』

（下水道 雨水も汚水も すーいすい）

お
知
ら
せ

市の下水道は、汚水や生活雑排水を下水道へ流し、雨

水を側溝などへ流す「分流式」です。汚水などと雨水

は一緒に流すことができません。

しかしながら、雨の日は、晴れの日に比べて多くの排

水が下水処理場に流れ込んできていることから、雨水

が浸入していると考えられます。

このことで、施設への負荷が大きくなり、処理費用も

増加するため、排水設備の管理者である使用者皆さん

のご協力が必要です。

　雨の日には次のことを点検し、異常があれば指定工

事店へ修理を依頼するか、市へご相談ください。

■点検ポイント

①宅内排水設備の管や桝の蓋が破損し、雨水が浸入し

　ていませんか？

②誤って雨樋が下水道に接続されていませんか？

③雨のかかる所に流し台を設置していませんか？

④雨の日、水道を使っていないのに公共桝に大量の水

　が流れていませんか？

下水道への雨水の流れ込み防止の点検を
お
知
ら
せ

■血液が不足しています

　日本国内では、1 日あたり約３ ,０００人の患者さん

　が輸血を受けていると言われています。

　現在、輸血に使用する血液は、まだ人工的に造るこ

　とができず、長期保存することもできません。ぜひ

　多くの方々のご協力をお願いします。

■日時・場所

　９月２日（木）

　・神通川水系砂防事務所　 ９：３０～１０：４５

　・（株）神岡衛生社　　　１２：００～１３：００

　・（株）神岡セラミック　１４：３０～１６：００

献血バスがやってきます（９月の献血バス）

お
知
ら
せ

水道課 0577-73-7484

各振興事務所（水道担当）

水道課 0577-73-7484

各振興事務所（水道担当）

水道課 0577-73-7484

古川町保健センター

0577-73-2948
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■応募要件

　・ コンセプトを理解し、地域住民のみならず初めて訪

　　れる方にも親しみ易く愛着が沸くようなネーミン

　　グであること。

　・ １人１点（店名の理由、思いを明記すること）

■特典・各種賞品

　最優秀賞１点、優秀賞２点、佳作６点

■応募期間

　８月２３日～９月２４日

■応募方法

　右ＱＲコードからご応募ください。

飛騨市は森林率が９３％を占め、そのうち約７割が

広葉樹です。飛騨市の全ての農産物は、この豊かな

広葉樹の森から注がれる一本の川、つまりミネラル

豊富な「水」によって育まれています。こうしたこと

から、今回新設する飛騨市上町農産物直売施設は、

森と農が一本の「川」という線で繋がっている親和

性を重視し、恵まれた自然で育まれるオンリーワン

でナンバーワンの農産物を披露できる舞台(ステー

ジ)として、また、おもてなしナンバーワンを目指す

直売所として位置付け、すべての生産者が主人公に

なれる「飛騨いち舞台」をコンセプトに掲げます。

上町農産物直売施設のネーミング大募集
募
　
集

市では令和４年度のオープンを目指し、道の駅アルプ飛騨古川構内に上町農産物直売施設を建設する予定です。多く

のお客さんに親しまれ愛される直売所となるよう、皆さんからネーミングを募集します。

食のまちづくり推進課 0577-62-9010

■直売所(建物)のコンセプト

食のまちづくり推進課 0577-62-9010

道の駅アルプ飛騨古川構内に上町農産物直売施設が

令和４年度にオープンします。この直売所は、市の

指定管理施設で地場産市場ひだ合同会社（代表　中

家久和）が管理運営を行います。また、新たな店長

として食品流通業に永年精通された「みんなのトマ

ト店長」こと牧ケ野芳男さんが常駐することになり、

直売所を更に盛り上げていただきます。生産者の皆

さんが丹精込めて作った野菜を、たくさんの方に喜

び、楽しんでいただける直売所を目指します。そこ

で、同施設の新規出荷者募集の説明会を開催します。

■説明会の日時・場所

古川地区　８月２４日（火） １３:００～　古川町公民館

　　　  　８月２９日（日） １３:００～　古川町公民館

神岡地区　８月２５日（水） １３:００～　神岡町公民館

河合・宮川地区

　　　　　８月２６日（木） １３:００～　河合振興事務所

※ご都合に合わせてご参加ください

■予約不要

　どなたでも参加できます。

上町農産物直売施設新規出荷者募集説明会
～令和４年度にオープンの直売所に出荷してみませんか？～

募
　
集

スポーツ振興課 0577-62-8030

昨年、延期された「ねんりんピック」を、今年は新型コロナ対策を徹底し、

開催します。「ねんりんピック」とは６０歳以上の方々を中心とするスポー

ツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典であり、地域や世代を超えた交流イ

ベントです。県内各地でさまざまなスポーツ・文化交流大会が行われ、飛

騨市ではサッカー交流大会を開催します。

■名称　第３３回全国健康福祉祭ぎふ大会

■愛称　ねんりんピック岐阜２０２１(にーぜろにーいち )

■会期　１０月３１日（日）～１１月１日（月）

■会場　ふれあい広場

　　　　杉崎公園グラウンド

ねんりんピック岐阜２０２１サッカー交流大会を開催
お
知
ら
せ

飛騨市図書館の親子優遇の時間「こ

どものじかん」が全世代型へリニュ

ーアル。静かにしなきゃ・・から解

放された図書館へどうぞお越しくだ

さい。

・館内にＢＧＭが流れます

・９月１日（水）より

　毎週水・金

　１０:００～１２:００

「みんなのじかん」はじまり

ます

お
知
ら
せ

飛騨市図書館 0577-73-5600
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９

就職活動中の方へ向けた、基本の自

己理解から書類作成・面接直前対策

までを網羅する、就活ノウハウ満載

の就職支援セミナーです。飛騨市を

含む飛騨地域で４回実施予定の他、

オンラインセミナーも開催中です。

■日　時　９月８日（水）

　　　　　１４:００～１５:００

■場　所　古川町公民館

■対　象　４５歳未満の方

■定　員　１０人

■参加料　無料

■申込方法

　電話またはホーム

　ページ（右ＱＲコ

　ード）よりお申し

　込みください。

就職支援セミナーを開催
お
知
ら
せ

「現況届」の手続きがお済みでない

方は、早めの手続きをお願いします。

■対象者

　児童扶養手当受給資格者

■申請期間

　８月３１日（火）まで

　（土日を除く）

■受付時間

　８：３０～１７：１５

■申請場所

　子育て応援課(ハートピア古川)、

　または各振興事務所

■その他

　お住いの町の振興事務所以外で手

　続きを希望される場合は事前に以

　下までご連絡ください。詳細は７

　月下旬送付の案内文書をご確認く

　ださい。

児童扶養手当「現況届」
の提出をお忘れなく

お
知
ら
せ

子育て応援課

0577-73-2458市民保健課（本庁） 0577-73-7464

友だちからのいじめやインターネット上のＳＮＳに悪口を書き込まれた、

学校や家、その他のことでだれにも打ち明けることのできない悩みを抱え

ている方など、どなたでもお気軽にご相談ください。

■日時　８月２７日（金）～９月２日（木）

　　　　８：３０～１９：００（月～金）

　　　　１０：００～１７：００（土・日）

※上記強化週間以外の日でも、平日８：３０～１７：１５まで相談に応じ

　ています（相談無料）

■電話番号

　子どもの人権１１０番　

　０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）

■相談担当者　人権擁護委員、法務局職員

インターネットからの相談も可能です。

『インターネット人権相談』と検索または、

右ＱＲコードをご覧ください。

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間における
電話相談所を開設

お
知
ら
せ

岐阜若年者地域連携事業事務局

052-589-2162

地域包括ケア課 0577--73-6233

市民の皆さんに地域医療の関心を高め、いつまでも安心して暮らせるまちづ

くりを自分ごととして考え、行動するきっかけを見いだしていただくため、

富山大学附属病院と連携した講座を開講します。（事前申込必要）

※行政スマイルポイント対象の事業：最大全５回×１００ポイント

■日時・内容（受講料無料）

■場　　所　ハートピア古川

■申込方法　市公式ホームページ（右のＱＲコード）を

　　　　　　ご覧いただくか、お問い合わせください。

飛騨市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座
の参加者募集

募
　
集

９月４日（土）　９：３０～１２：００

意識改革、自己啓発、四画面思考法　近藤　修司　先生

第
１
回

９月１８日（土）　９：３０～１２：００

地域医療・地域活性化の取組　堀田　聰子　先生

第
２
回

１０月２日（土）　９：３０～１２：００

地域医療の課題とデザイン思考　武山　良三　先生

第
３
回

１０月１６日（土）　９：３０～１２：００

南砺市の地域活性化の取組　南　眞司　先生

第
４
回

１０月３０日（土）　９：３０～１２：００

地域の課題と人材育成　山城　清二　先生

第
５
回
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■支給対象者

　①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和３年度分の住民税均等割が非課

　　税の方

　②①のほか、対象児童（令和３年３月３１日時点で１８歳未満の子（障がい児については２０歳未満）※）の養育者

　　で、以下のいずれかに該当する方

　　ａ令和３年度分の住民税均等割が非課税の方

　　ｂ新型コロナの影響を受けて令和３年１月以降に家計が急変し、aと同様の事情にあると認められる方

　　※令和３年４月から令和４年２月末までに生まれる新生児も対象となります

■手続き方法

　上記①に該当する方は申請不要ですが、市県民税未申告の方

は、申請が必要です。上記②に該当する方は申請が必要です。いず

れも令和４年２月末までに手続きを行ってください。

　申請書類等は市公式ホームページ（右下ＱＲコード）からダウ

ンロードするか、市民保健課、各振興事務所にてお渡しします。

低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の申請（ひとり親世帯以外分）
お
知
ら
せ

新型コロナによる影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から児童一人当たり５

万円の『子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）』を支給します。

※ひとり親世帯分を受給済みの方は支給対象外となります

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

厚生労働省コールセンター 0120-811-166

病気などやむを得ない事由により義

務教育を修了できなかった方に対し

て、中学校卒業と同等以上の学力が

あるか認定する国の試験が行われま

す。合格者には高等学校の入学資格

が与えられます。

■出願期間

　９月３日（金）まで

※９月３日（金）消印有効

■試験期日

　１０月２１日（木）

■試験会場

　岐阜県総合教育

　センター

■合格発表

　１２月１日（水）

　（予定）

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

お
知
ら
せ

学校教育課 0577-73-7494

皆さんが撮影された映像や写真を飛騨市ケーブルテレビで放送しませんか？

皆さんの応募をお待ちしています。

■募集内容

　市内で撮影された映像・写真

　例：ビデオレター、飛騨市の風景、ほほえましい映像など

■応募方法

　データ（編集済みの動画または写真数枚）を収録メディア

　に保存し、応募書とあわせて提出してください。

※無編集のデータも可。一度ご相談ください

■注意事項

・人物や個人情報が映っている場合は、放映する

　許可を得た上でご応募ください。

・内容が公共放送に適さないと判断した場合、放

　送されないことがあります。

詳しくは、お問い合わせください。

飛騨市ケーブルテレビ　動画・写真投稿募集
募
　
集

総合政策課 0577-62-8880
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昭和２１年から約１８年にわたり朝日新聞のコラム「天声人語」を執筆し

た神岡町出身の荒垣秀雄氏を顕彰した作文コンクールの作品を募集中です。

詳しくは募集要項をご覧ください。

■テーマ

　「私の宝物」

■部門

　①小学生の部 (５～６年生のみ )

　②中・高校生の部

　③一般の部

■応募方法

　応募票に各項目を記入の上、作品に添えて

　文化振興課宛に郵送してください。

※応募票や募集要項は文化振興課、各振興事務所、公民館、市公式ホームペー

　ジ（右下ＱＲコード）より入手できます

■募集締切

　９月１９日 (日 )必着

■発表・表彰式

　発表は１２月頃、表彰式は２月頃を予定

第４回荒垣秀雄顕彰作文コンクール　作品募集
募
　
集

文化振興課 0577-73-7496

飛騨市文化協会では、第１７回飛騨市短歌大会の作品を募集中です。一般

の部は、広く市内外からの応募を受け付けています。

■部　門

　一般の部、中高生の部

■締　切

　８月３１日（火）必着

■投稿数

　一般の部　２作品まで、高校生以下１作品まで

■応募料

　一般の部１,０００円、高校生以下無料

■応募方法

　所定の応募チラシ、ハガキ、ＦＡＸ、Ｅメールなど。ハガキの場合、表に

宛名と、余白に氏名、住所、年齢、裏面に応募作品を記載。メールの場合は、

件名に各大会名を記載。

※自作の未発表作品（他大会の類句、推敲等は不可）

　応募用紙は、事務局、各振興事務所、公民館、図書館の他、主な公共施

設で入手できます。

第１７回飛騨市短歌大会 作品募集
募
　
集

飛騨市文化協会事務局（千代の松原公民館内）

0577-73-6820（FAX兼用）　mail:bunkakyokai＠carol.ocn.ne.jp

第１７回飛騨市美術展の作品を募集

します。

■応募資格

　一般の部（どなたでも）

　青年の部（中学生以上２０歳未満）

■応募点数

　１部門につき１人１点

　（彫刻は２点）

■出品料

　１点１,０００円

　（青年の部は無料）

■募集作品

　日本画、洋画、彫刻、工芸、書、

　写真の６部門

■作品受付日

　９月５日（日）

　９：００～１４：００

■受付場所　飛騨市美術館

※出品票・公募要項は、飛騨市美術

　館、教育委員会、各振興事務所で

　入手できます

飛騨市美術展　作品募集
募
　
集

文化振興課 0577-73-7496

４枚の墨書土師器皿は約２０年前に

見つかっており、全国的にも貴重な

中世祭祀の証拠であり、歴史的価値

が高いものです。

現在、江馬館の会所にてレプリカ２

枚を展示していますので、この機会

にぜひご覧ください。

江馬館出土の墨書土師器皿が

市の有形文化財に指定

お
知
ら
せ

文化振興課 0577-73-7496
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もの忘れ相談
(もの忘れ・認知症の相談)

○

9:30～11:30 神岡町公民館

9/16(木)

9/9(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
（1階にコインランドリーあり）

自衛隊岐阜地方協力本部　高山出張所 0577-32-3028

陸海空自衛官等募集および採用説明
募
　
集

■募集種目　一般曹候補生、自衛官候補生、航空学生

■日　　時　７月～９月の平日　９：３０～１６：３０　

　※時間内であればいつでも説明可能です。ただし、

　　業務の都合により不在となる場合がありますので、

　　ご希望の方は事前にご連絡ください　　

■場　　所　自衛隊高山出張所（高山合同庁舎１F）

■説明内容

　自衛隊制度、採用試験およびイベントに関すること。

　【その他の種目採用スケジュール説明会】

■９月　　・防衛医科大学校（医学科・自衛官候補看護学生）

　　　　　・防衛大学校学生

■１１月　・陸上自衛隊高等工科学校生徒

募集種目 受付期間 １次試験日資格

一般曹

候補生

９月３日

（金）まで

９月１８日

（土）（予定）

１８歳以上

３３歳未満

自衛官

候補生

９月３日

（金）まで

９月１８日

（土）（予定）

１８歳以上

３３歳未満

航空

学生

９月３日

（金）まで

９月２０日

（月）

海：高卒者（見込含）

１８歳以上２３歳未満

空：高卒者（見込含）

１８歳以上２１歳未満

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

9/15(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所

9/2(木) 13:30～15:30 ハートピア古川

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)

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)

○

○

-

15(水)、22(水)

29(水)

9/1(水)、8(水)

9/27(月)、28(火)

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

古川町保健センター
☎0577-73-2948

9/15(水) 11:00～15:00 古川町公民館
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

9/1(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

こころの相談室
(精神保健福祉士によるこころの相談)

○

■敷金　家賃の３カ月分　　■申込期間　８月２４日(火)～８月３１日(火)　　■入居予定日　１０月１日(金)

※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

市営住宅入居者の募集
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

諏訪田団地Ａ棟

特公賃

（世帯用）１戸

古川町杉崎

ＲＣ造５階建

２ＬＤＫ

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）２戸

神岡町殿

ＲＣ造６階建

３ＤＫ

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

みなし特公賃

（世帯用）１戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

山之村団地

公営

（世帯用）１戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

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 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



情報の広場

飛騨警察署からのお知らせ

「放置駐車は迷惑です！」

　運転者が、その車両を離れて直ちに

運転することができない状態で駐車を

することで、何分間停止していたかと

いう停止時間の長短は関係ありません。

○　緊急自動車の妨害になる

○　狭い道路ではすれ違いが困難になる

○　歩行者、自転車の通行の妨害になる

○　施設等の出入りが困難になる

○　道路を渡ろうとしている人の発見が

　　遅れ、事故に遭遇する可能性がある

違法な放置駐車であれば、放置

駐車違反として検挙されます！

車両の使用者にも責任が追及さ

れることがあります！

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

高齢者向けのオススメ 大人向けのオススメ

『野菊の墓』（名作あらす
じ紙芝居シリーズ）

伊藤佐千夫／原作　埼玉福祉会

　高齢者向け紙芝居に新しいものが

追加されました。個人でも、施設で

も貸出できます。

『マンガでわかる！認知症
の人が見ている世界』

川畑智／著　文響社

　認知症を知るためにまずはこの一

冊。理学療法士のテクニックをマン

ガでわかりやすく。

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

放置駐車をすると…

放置駐車とは…

13
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連載の庭

　今回は、文科省より導入が推進さ

れている学校運営協議会制度（コ

ミュニティ・スクール）と地域学校

協働活動の仕組みをお伝えします。

◆コミュニティ・スクールとは

　「学校運営協議会を導入した学校

のこと」です。学校運営に地域の声

を積極的に生かし、地域と一体と

なって特色のある学校づくりを推進

することなどを目標に学校運営や必

要な支援に関する協議を行うために

設置されたのが「学校運営協議会」

です。２０２０年４月に市内のすべ

ての小中学校で学校運営協議会が設

置されており、「コミュニティ・ス

クール」に認定されています。

◆地域学校協働活動とは

　地域と学校が目標を共有し、地域

全体で子どもたちの成長を支え、地

域づくりを進めるために地域と学校

が相互にパートナーとして連携・協

働して行うさまざまな活動です。

（ふるさと学習、地域活動への参

加、体験学習で地域へ出る。など）

飛騨市は昔から地域全体で子どもを

育む文化が根付いているので活動と

しては特別新しいものではありませ

ん。ただ、異なる点としては、学校

の負担軽減や、「とにかく地域と活動

する」といった量ではなく、「より効

果的に子どもたちが地域と繋がり自

身の成長に繋げる」という視点で質

の向上を目指す点です。

　その上で昨年から新しく、地域と

学校をつなぐコーディネーターとし

て、「地域学校協働活動推進員」とい

う立場の方が各学校区で活躍し始め

ており、先生との打ち合わせや地域

の団体からの聞き取りなどを行って

います。市公式ホームページ（下Ｑ

Ｒコード）や飛騨市学園構想の

facebookで活動を紹介しています。

　近年、高齢者の財産を狙ったさま

ざまな犯罪が増えており、その手口

はますます巧妙になってきました。

また、終活を行う高齢者が増えるこ

とで、それに伴うトラブルも発生し

ているようです。

　自分は大丈夫と思っていても、突

然の電話や訪問者からの甘い言葉に

は要注意です。歳をとって判断能力

が低下すると、だまされる危険性も

大きくなります。老後を安心して暮

らしたいと願う人たちにとって「お

金」は大きな不安材料となるので、

年金が主な収入源の高齢者にとって

「必ず儲かる」ときけば、少しでも

預貯金を増やしておきたいと思うも

のです。その弱みに付け込んで、詐

欺師の多くは、「損はしない、必ず

儲かる」といった言葉で近づいてき

ます。また、身体機能の衰えから健

康に不安を持つ心理を巧みについ

て、健康関連商品やサービスを購入

させるという手口もあります

　おためしやモニターなどとし、の

ちに高額な商品を売りつけてゆくと

いったものです。

　ひと昔前は、子どもや孫と同居す

る人が多く、かかってきた電話をと

るのは高齢者以外の家族のことも多

く、高齢者にとっても家族にすぐに

相談することができました。

　流行しているから、みんながやっ

ているからだけで飛びつかないこ

と、子どもや孫と離れて暮らす人

は、日頃から家族と情報を共有して

おくことも大切ですし、日々の

ニュースでは、さまざまな詐欺の事

例を知ることで、危険に気が付く判

断力を養うこともできます。

　終活詐欺に限らず、電話でも何で

も勧誘があったら必ず身近な人に相

談することです。もし相談できる血

縁者がいなかったら、消費生活セン

ターなどに相談してみてください。

【消費者ホットライン

　電話：局番なしの１８８番へ】

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）

■８月２７日（金）

　古川町公民館

　９:３０～１６:００

学校教育課

0577-73-7494

0577-73-3214

弱みに付け込まれ
ないために

はじめませんか？

そろそろ
終活

＜その1７＞

⑤

「両輪で子どもたちの学びと

　　　　地域活性を加速させる」
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　今年もクズの花が採れる季節が

やってきました。飛騨市のエース級

薬草の一つで、肝機能を高めること

が体感できるとしてクチコミで広

まった素晴らしい薬草です。

　今年の花の状況はどうでしょう

ね。元気な花がたくさん咲いて欲し

いところです。一昨年の冬に全く雪

が降らなかった影響からか、昨年は

花の咲いている量も少なく、心なし

か花も元気がないように感じまし

た。昨冬はしっかり雪も降ったの

で、生育も元に戻ったと期待したい

ところですね。

　今年もクズを紹介します。乾燥し

て粉末にする活用がメジャーです

が、乾燥するのが苦手、粉末は飲み

にくいという方のために酵母液を紹

介しましょう。

　生の花を採ったら、さっと天日に

当てて、花についている虫を追い出

します。その後、瓶に６〜８割程度

花を入れ、次に砂糖を多めに入れて

水を注ぎ、砂糖水に漬けた状態にし

ます。日光に当ててしばらくすると

発酵して泡が出だし、透明だった水

がピンク色や赤紫色になり、代わり

に花から色が抜けて白っぽくなって

きます。発酵が落ち着いたら完成。

これでクズの花の酵母液が出来上が

りです。

　酵母液は甘くてフルーティな香り

で飲みやすいだけでなく、酵母菌と

しても使えます。我が家には砂糖を

少し多めに入れて作った平成２４年

製のクズ酵母がありますが、一見

真っ黒のように見える濃い赤紫色

で、今でも問題なく飲むことができ

ます。きちんと発酵させ、冷暗所に

置くなど保管に気をつけていれば長

く活用ができます。

　様々な方法でクズを活用してみま

しょう。

　クズの花

が咲くのは

とてもわず

かな期間。

うまく採れ

るといいで

すね。

地域振興課

0577-62-8904

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

クズ

採取先 野山

二日酔い、肝機能障害など効　能

■材料（4人分）

・ぶり切り身　　　　　４切れ

　・酒　　　　　　　　大さじ１

　・【減塩】増毛醤油　大さじ１

　・生姜汁　　　　　　小さじ１

・【減塩】調味梅干し　２個

・みりん　　　　　　　大さじ２

・青しそ　　　　　　　８枚

・絹さや　　　　　　　適宜

・酒　　　　　　　　　大さじ２

■作り方

①　Ａの調味料をあわせ、ぶりに下

　　味をつける。

②　梅干しはたねをとり、こまかく

　　し、みりんとあわせる。

③　青じそはせん切り、絹さやはゆ

　　でておく。

④　フライパンに油を熱し、ぶりの

　　両面を色よく焼き酒をふり、蓋

　　をして蒸し焼きにする。（弱火

　　で約５分）

⑤　②をからめ火を

　　止める。

⑥　皿に⑤を盛りつ

　　け、ぶりに③の

　　青じそ、絹さや

　　を添える

■栄養成分（1人

分）

・２２９ｋｃａｌ
・タンパク質１６.

　１ｇ

・脂質１５.４ｇ

・炭水化物７.８ｇ

・塩分０.７ｇ

■使用した減塩食品

・増毛醤油〈塩分ひかえめ〉（ヤマ

　モリ）　通常のしょうゆより塩分

　３５％カット

・おいしく減塩　紀州産南高梅

　しそ風味　塩分３％（中田食品）

古川町保健センター

0577-73-2948

Ａ

飛騨市飛まわり会

減塩レシピ紹介

『ぶりの照り焼き　梅風味』

まめとく減塩協力店をご利用ください
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戸籍の窓
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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３０万円

匿名　（神岡町）　　　　　　　　　金２０万円

河上　文雄　様　（神岡町）　　　　氏名のみ公表

【教育・福祉事業へ】

㈱アルプスサイン　様　（神岡町）　金５０万円

ご 結 婚

お名前　　　　　住所

美濃島　孝之　　神岡町船津（蔵前）
神瀬　　梓　　　高山市

原　　　奉総　　神岡町船津（大島２）
松田　　瑞穂　　神岡町船津（大島２）

大嶋　　英樹　　神岡町朝浦（八幡１）
肥塚　　詩乃　　富山県滑川市

お名前　　　　　住所　　　　　　　　年齢

山口　末造　　　上町　　　　　　　　（94）

洞口　弘之　　　上気多　　　　　　　（82）

藤井　榮造　　　杉崎　　　　　　　　（92）

上道　勝造　　　貴船町　　　　　　　（71）

舩坂　猛　　　　下気多　　　　　　　（72）

登田　豊治　　　袈裟丸　　　　　　　（91）

重山　文子　　　弐之町　　　　　　　（93）

野村　吉秋　　　袈裟丸　　　　　　　（91）

【宮川町】

寺門　秋江　　　西忍　　　　　　　　（95）

【神岡町】

庵井　弘子　　　船津（上今３）　　　　（85）

井波　多美子　　船津（緑町）　　　　　（86）

箕成　宣明　　　船津（堀川２）　　　　（79）

上手　政行　　　夕陽ケ丘（江馬７）　　（81）

河上　信子　　　緑ケ丘（緑ケ丘２）　　（81）

清水　早苗　　　吉田（吉田下）　　　　（57）

鈴木　トモヱ　　東町（校前）　　　　　（91）

下出　昭雄　　　西漆山　　　　　　　（78）

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７月３１日現在（敬称略）

お名前　　　　　住所　　　　　　　　　保護者

【古川町】

今村　悠真　　　増島町　　　　　　　　拓也・裕美

山越　梛沙　　　新栄町　　　　　　　　慎司・彩乃

豊口　さくら　　東町　　　　　　　　　健太・あいこ

岩佐　きい　　　杉崎　　　　　　　　　誠一・綾

【河合町】

家永　侑実　　　天生　　　　　　　　　崇司・綾乃

【宮川町】

荒川　いちか　　杉原　　　　　　　　　武弘・侑子

【神岡町】

石川　浬　　　　東町（橋場）　　　　　翔・薫

末竹　穂純　　　江馬町（沖野鉄筋社宅）純裕・利佳

宮野　陽瀬　　　殿（わかば台）　　　　顕伍・泉貴

下田　京　　　　夕陽ケ丘（江馬７）　　将・美穂

お 誕 生

ゆうま

なぎさ

うみ

ほずみ

はるせ

かいり

きょう

お 悔 み

お名前　　　　　住所　　　　　　　　年齢

【古川町】

玉腰　正二　　　本町　　　　　　　　（90）

12

9

＋3

件数

1

2

－1

死者

15

9

＋6

傷者

224

206

＋18

男
11,225

出　　生 12

死　　亡 28

高齢化率 39.66％

転　入 42

転　出 33

女
11,949

計
23,174

世帯数
8,898

3 581

0 0

1 82

人口の動き 消防の状況

飛騨市

その他
（管外出動）

前月比

火災 救急

交通事故の状況

本年累計

昨年同期

増減

人身交通事故 物　　損

交通事故

（８月１日現在）（８月１日現在　住民登録人口） （７月３１日現在）

神岡町 7,651

宮川町 587

河合町 884

古川町

町別人口内訳

14,052
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いろいろ
まちの話題飛騨市

Facebook 公式アカウント

まちの話題に掲載しきれないイベントや写真は市の公式 Facebook で配信中。

飛騨市役所

　古川町上町の道の駅アルプ飛騨古川に令和４年度オープン

予定の上町農産物直売施設の店長に、「トマト店長」こと牧ケ

野芳男さんが就任することが決まり、このほど委嘱状が交付

されました。任期は令和６年６月３０日までの３年間。

　牧ケ野さんは、高山市の卸売市場や飛騨地域の食品スーパー

などで食品流通業に３３年間従事。近年は販売促進のスペシャ

リストとして県内外で活躍されてみえます。今後、現・朝開

町農産物直売施設の店舗運営を担いながら、移転先の施設の

オープン準備にも取り組まれます。

　牧ケ野さんは「地元の農業生産者の皆さんを応援し、飛騨

地域の農業振興や市内経済への波及効果が得られるように頑張りたい。ワクワクできる楽しい施設を目指し、地元の

皆さんや観光客の皆さんに気軽に立ち寄っていただける場にできたら」と話されました。

来年度オープン予定の上町農産物直売施設の店長に
「トマト店長」 こと牧ケ野芳男さんに委嘱状

　宮川町種蔵地区で景観保全作業が行われ、地域住民やボラ

ンティア団体など総勢３１人が汗を流しました。

　種蔵地区には、毎年多くのファンが訪れていますが、人口

減少と少子高齢化によって地域住民による草刈り等景観保全

作業が難しくなっています。こうしたなかで、平成１８年か

ら地元の有志団体「種蔵を守り育む会」が中心となって、地

域住民と共に景観保全等の集落維持作業を行っています。

　この日は、地域住民や種蔵を守り育む会員、ぎふの田舎応

援隊のメンバーらが、斜面の草刈りや棚田石積みの草取り作

業に汗を流しました。

　地元の有志団体を中心に、地域住民や外部から支援をしてくださる関係人口との連携により、日本の貴重な農村の

原風景が末永く維持され、多くの人々の癒しの空間となることが期待されます。

日本の貴重な農村の原風景を守る
宮川町種蔵の景観保全作業

　平成２９年４月から２期４年間にわたり行政相談委員を務

めた河合町の中齋英雄さんに対し、岐阜行政監視行政相談セ

ンターの杉浦勝所長から感謝状が贈られました。

　杉浦所長は「ボランティアで、なかなかなり手がいない中、

４年間務めていただき感謝しかありません」と謝辞を述べ、

中齋さんは「河合町は区長会や自治会がしっかりしていて、

相談業務もそれほど多くなかったので感謝状には恐縮してい

ます。無事に務められてほっとしている」と話されました。

　また、後任として同町の松井重隆さんに委嘱状が伝達され

ました。「地域に貢献できることをやろうと引き受けました。

区長会や自治会で対応しきれない細かなことへの対応ができたら。一生懸命やりたい」と松井さん。杉浦所長は「今

後できるだけ長く務めていただけたら」とエールを送りました。

行政相談委員を務めた中齋英雄さんに感謝状
新任の松井重隆さんに委嘱状を伝達

7/1

7/3

7/5
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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

いろいろ
まちの話題

特 レ ポ

　東京オリンピック・パラリンピックの選手たちを応援しよ

うと、市内の児童生徒が描いた笑顔の自画像など１５０点が

市へ寄せられました。

　この取り組みは、「みんなの応援村」（実行委員長＝鈴木康

友浜松市長）が世界中の人に笑顔になってもらいたいと取り

組んでいる「７７億人えがおプロジェクト」の一環。県内で

は飛騨市だけがこのプロジェクトに参加しました。

　今回は、古川小学校と古川西小学校の１年生児童、宮川小

学校の全校児童、神岡中学校文化部の皆さんなど１５０人が

応募。児童生徒を代表して６人が来庁し、都竹市長に作品を

手渡しました。宮川小学校５年の中谷佳暖さんは「選手の皆さんに頑張ってほしい、元気になってほしいという気持

ちで描きました。金メダルを取ってほしいと思いながら応援します」と話していました。

児童生徒が笑顔の自画像で応援
東京オリンピック・パラリンピックの選手へ向けて

7/8

　神岡町釜崎地内を起点に神岡小学校および上朝浦地区を結

ぶ市道釜崎～朝浦線が開通しました。この道路は延長６２７

ｍ、幅員７ｍの生活幹線道路で、平成２０年から１４年間を

かけて完成しました。

　従来通行していた道路よりも幅員が広がり通学バスや大型

車両の安全なすれ違いが可能になり、勾配が緩くなって冬期

の通行も安全になるなど、地域の利便性向上が期待されます。

　開通記念式典では、新設された不動谷橋でのテープカット

や渡り初めが行われました。親子三代で渡り初めをした波岡

正明さんは「地区の皆さんと道路建設の陳情に行くなどしま

した。この日を迎えられて大変嬉しく思います」、神岡小学校の児童を代表して式典に参加した甲谷瑠花さんは「普

段は通らないけれど、今日の式典で初めて通ることができて嬉しい」と話しました。

安心・安全な生活・通学道がいよいよ開通
市道釜崎～朝浦線が開通

ふどうたに

7/13

特 レ ポ

　市の食育事業「元気もりもり教室～梅漬けを作ろう」が古

川町の宮城保育園で行われ、年長児２４人が梅漬けづくりを

体験しました。

　赤紫蘇の葉を茎から１枚１枚ちぎり取ったり、ちぎった葉

を塩もみする作業を行い、園児たちは紫蘇のアクで手を赤黒

く染め、「こんな手になっちゃった」と見せ合ったりしながら

力いっぱいもんでいました。

　最後は、酢漬けした梅に塩もみした赤紫蘇を入れてビン詰

めし、園児たちは漬け汁が赤紫蘇の漬け汁で真っ赤に変わる

様子を見て、歓声をあげていました。作業の後は、レモン汁

とリンゴ酢を加えた２種類の紫蘇ジュースの飲み比べも楽しみました。園児たちは「レモンの方が甘くておいしい♪」

と笑顔を見せていました。今回作った梅漬けは１２月の収穫祭でおにぎりに入れて味わいます。

宮城保育園の園児らが梅漬けづくりに挑戦！
市の食育事業「元気もりもり教室」で

7/6
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いろいろ
まちの話題飛騨市

Facebook 公式アカウント

まちの話題に掲載しきれないイベントや写真は市の公式 Facebook で配信中。

飛騨市役所

　飛騨市ファンクラブの会員証がデジタル化され、電子地域

通貨「さるぼぼコイン」のアプリ内で表示できるようになり

ました。従来の会員証カードと同様、提示することで様々な

特典が得られる他、さるぼぼコインを使った各種キャンペー

ンにも参加できるようになりました。アプリのプッシュ配信

で飛騨市の旬の情報もお届けします。

　２０２２年３月３１日までの期間中は、ファンクラブ会員

が市内の施設に宿泊される場合、会員一人につき宿泊１回あ

たり２０００円分のさるぼぼポイントのプレゼントや、宿泊

費の割引などの特典があります。

　都竹市長は「コストや手間を大幅に省いて様々なサービスを提供できるようになり、また飛騨地域２市１村で使え

るということで、大きな魅力になるのでは」と話しました。

電子地域通貨「さるぼぼコイン」アプリ内に表示
飛騨市ファンクラブの会員証がデジタル化

　琴古流尺八教授・演奏家で、鈴慕会岐阜支部を主宰する古

川町の田近鈴鶯さんに対し、永年にわたり尺八の演奏家・指

導者として活動し貢献されたとして日本三曲協会から功労表

彰が贈られました。

　田近さんは昭和４３年から尺八演奏に取り組まれ、昭和６

３年からは人間国宝２代目青木鈴慕氏に師事。平成１９年に

は鈴慕会認定の大師範９段（虚空庵）の資格を得られました。

現在は６人の弟子の指導にあたり、令和３年４月からは鈴慕

会岐阜支部長としてさらに活動の幅を広げてみえます。

　「地方の者がこのような表彰をいただくのはめったにない事

で、夢にも思っていませんでした」と田近さん。「尺八ほど面白い楽器はない」と熱心に話す田近さんに、都竹市長は「素

晴らしい努力に心から感動しました。元気で道を究めてください」とお祝いを述べました。

永年の活動に対し日本三曲協会から功労表彰
琴古流尺八教授・演奏家の田近さん

7/21

7/21

特 レ ポ

　宇宙物理学研究施設「ハイパーカミオカンデ」計画と飛騨

市を紹介するラッピングをほどこしたトラックのお披露目が、

道の駅「宙（スカイ）ドーム・神岡」駐車場で行われました。

　トラックは、神岡運輸株式会社が所有する２５トントラッ

ク１台で、無償で掲載に協力されました。星空やハイパーカ

ミオカンデのイラストの他、「神岡の地下から宇宙の謎に挑む」

「岐阜県飛騨市はハイパーカミオカンデ計画を応援していま

す！」などの文字が描かれています。

　「このトラックの走る姿を見ることで全国の皆さんの理解が

深まれば、同計画の予算の安定的な獲得や順調な施設整備、

ノーベル賞など次の成果への原動力になる」と都竹市長。同社の小野和美代表取締役は「神岡を拠点に南は鹿児島県、

北は青森県まで運行を行っており、広く皆さんに見ていただけると思います」と話されました。

ハイパーカミオカンデ計画と飛騨市をアピール
ラッピングトラックが運行開始

7/14
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再生紙を使用しています

　「薬草は苦くて美味しくないものって思っていたんですが、
飛騨でその認識が変わりました」と語ってくれたのは、２０１
８年１０月に飛騨市に移住し、地域おこし協力隊の薬草担当
として活動している岡本文さんです。
　岡本さんは愛媛生まれ。親の転勤で子どもの頃は転校を繰
り返し大阪、福岡、千葉で過ごしました。大学卒業後は銀行で
営業職を担当。お客さんと話をすることが楽しいと感じてい
た反面、大変なことも多く体調を崩してしまいました。
　そんな時、花に触れることで気持ちが安らぐことに気づき、
フラワーアレンジメントを学びました。花屋でバイトをしたり、
花の装飾を頼まれたりと、徐々に元気を取り戻し、知人に会い
に行ったパリで、花にあふれる街に惹かれ、現地の研修制度
を利用して、フランス国内の 5カ所の花屋で働きながら２年
半を過ごしました。その後立ち寄ったニューヨークでも素敵
な花屋と出会い、思わず「ここで働きたいです」と声をかけ、そ
のまま３ヶ月程働いたそうです。
　帰国後は東京の花屋で仕事を始めましたが、海外と日本の
ギャップや身体的なハードさに、「このままではまた体調を崩
してしまう。」と感じました。「身体の中からケアできる自然の
ものがあるといいな」と思っていた時に出会ったのが「薬草」。
たまたま手に取った本で紹介されていた「古川町の蕪水亭の
薬草料理」が飛騨へ行くきっかけとなりました。
　飛騨で初めて食べた薬草料理の美味しさに驚いた岡本さ

ん。「もっと薬草の事を知りたい、薬草を取り入れて暮らしてい
る人と過ごしてみたい」と感じ、飛騨市で出会った方々の後押
しもあり、２カ月後には地域おこし協力隊として着任しまし
た。
　協力隊としては薬草について学びながら、地元の方々を繋
ぎ、飛騨市の薬草の豊富さ、美味しく薬草を取り入れることな
ど伝え、薬草で飛騨市が元気になるための活動をしていま
す。２０２０年には「ぎふ女のすぐれもの」にも認定されまし
た。
　２０１９年１０月には薬草を気軽に取り入れることができ
る施設「ひだ森のめぐみ」がオープンしました。薬草茶の販売
やワークショップも体験できます。薬草に興味を持ってくれる
方、応援してくれる方が増えたことがとても嬉しいそうです。
　今年７月には飛騨市で行われた「地方創生実践塾」のメイ
ン講師として、『地域おこし協力隊が中心となって取り組む薬
草を活用した地域づくり』について講義をしました。
　「この３年間の集大成になった」と語る岡本さんは９月に
協力隊を卒業します。「受け入れてくれたこの地域に恩返しが
できるように、引き続き飛騨市で薬草に関わり、私だからでき
る事をやっていきたいです」と語ってくださった岡本さん。今
後は自分で山に行き薬草を取り、その薬草で料理をして食べ
るといった体験の提供なども考えているそうです。これからの
活躍が楽しみですね。


	★P01表紙のコピー
	★P02特集のコピー
	★P03特集のコピー
	★P04特集のコピー
	★P05情報の広場のコピー
	★P06情報の広場のコピー
	★P07情報の広場のコピー
	★P08情報の広場のコピー
	★P09情報の広場のコピー
	★P10情報の広場のコピー
	★P11情報の広場のコピー
	★P12図書館や警察、相談のコピー
	★P13図書館や警察、相談のコピー
	★P14連載の庭のコピー
	★P15連載の庭のコピー
	★P16戸籍のコピー
	★P17まちの話題のコピー
	★P18まちの話題のコピー
	★P19まちの話題のコピー
	★P20裏表紙のコピー

