
「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

で下記のコードを読み取り、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
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　豊かな自然の真っただ中にある飛騨市。その面積の93％以上を森林が占めており、そのうちの７割が天然の広葉

樹と言われています。

　静かに、ゆっくり、じっくり育つ広葉樹の成長には膨大な歳月を要します。その間に広葉樹は地中の奥深くまで

複雑に根を張り巡らせ、周囲の土から栄養となる成分をしっかり吸収します。落ち葉が堆積して腐葉土となり、そ

こにたまったミネラル分をはじめとする豊かな栄養分は、雨などの水を通じて支流へ、川へ運ばれ、そして水田や

畑へ引かれることで作物の中へ取り込まれることになります。

　また、標高が高く、朝晩の寒暖差が大きいことが野菜の成長に影響を与え、特別な甘みや滋味をたたえた作物が

生まれます。飛騨市の農産物が美味しい理由は、こうした豊かな自然の恩恵であり、それをしっかりいただくこと

で、私たちの食生活や健康を支えてくれています。近年、そうした飛騨市の農産物が脚光を浴びつつあります。

雨除け栽培によって管理されるトマト

は病気や障害に強く、品質がよい。８

月の京阪神市場で約４割が岐阜県産ト

マト。※

朝晩の寒暖差によって甘い。８月の京

阪神市場で約８割が岐阜県産ほうれん

そう。※

米の総合的な美味しさを競う「米・食

味分析鑑定コンクール」等で金賞を受

賞

高
い
評
価
の
飛
騨
の
農
産
物

高
評
価
の
飛
騨
の
農
産
物

飛騨市の自然の恵みがおいしい理由

※令和２年度ＪＡひだ販売額内訳より

トマト ほうれんそう 米

これからの飛騨市の
農業を考える

これからの飛騨市の
農業を考える

特
集
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特
集これからの飛騨市の農業を考える

　山に囲まれた市内には急傾斜地が多く、大規模生産には向いていない

農地が多いことや、小規模農家や兼業農家、自家消費の農家が多く、そ

れぞれの農地が点在していることから非効率的な状況を強いられていま

す。また、生態系が豊かなため、猪やカモシカ、猿、熊など鳥獣による

被害に遭いやすいことも挙げられます。

　市では、地域の皆さんとの話し合いの場を設けながら、市内の農地の

集約化を図ることで、それぞれの農地面積の拡大を図り、営農者の効率

化を促進したり、生産量のアップやコスト削減につなげる取り組みを進

めています。

　また、鳥獣害から農作物を守るための電気柵や監視カメラの設置、わ

なの設置にかかる費用への補助なども実施。定期的な講習会なども開催

しています。

　農業の分野でも、農業従事者の高齢化が進行し、人口減少による就農者の減少、担い手不足が慢性化しています。

　こうした中、市が着目しているのが、さまざまな機器やICT技術を用いた省力化です。限られた人員体制の中でも、

より多くの作業をこなしたり、熟練技術がないとできない作業をデータ化・見える化することで初心者にもできるよ

うにするなど、高齢化や人手不足に対応できるように専門機関や市外の民間企業と連携しながら検証、実践を進めて

います。

　さらに、市では他地域からの新規就農者の確保に取り組んでおり、就農後自立した経営をしていく力を身につける

ための研修制度や定期的に圃場を確認し、都度助言や困りごとを聞く相談員の配置などサポート体制の強化も図って

います。

飛騨市で応援する就農

地域で取り組む獣害対策や農地の検討

カモシカや猿を見かけたことはありませんか？

防護柵などの対策をして農産物を守っています。

各地でのこれからの農業のあり方についての検討会

県・ＪＡ・市が一体となり、新規就農者や

後継者をサポート

飛騨市の専業農家は４.９％に過ぎず、経営規模の小さい自給的

農家や兼業農家が約９割を占めており、農業への関わり方は多様

です。高齢化に伴う離農者の増加が懸念されています。

農地と担い手農地と担い手

専業農家６６戸（４.９％）

準主業農家６５戸（４.８％）

副業的農家
３６７戸（２７％）

自給的農家
８６３戸（６３.３％）

※出典　2020世界農林業センサス

３
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　市では、営農規模の拡大や維持を支援す

るため、農業関係の求人に関する詳しい情

報を市のホームページに、農業アルバイト

参加者の生の声や始めたきっかけなどを掲

載しています。

　ぜひご覧ください。

　受け継がれてきた里山風景や豊かな自然は農業で支えられているといって過言ではありません。農業とまちの美し

い風景を守るために新たな挑戦も進めています。

あなたも農業を
お手伝いしてみませんか？

農業振興課 0577-73-7466

飛騨市で
活躍する

若手
農業者 東京農業大学を卒業後、Ｊ

Ａひだ飛騨地域トマト研修所

の一期生として２年間、学ばれま

した。今はトマト農家として独立され、６

シーズン目を迎えられました。

　「トマトは、一定の規模までは一人でも

できる」という先人の言葉にひかれたそう

です。「コツコツ積み重ねることは苦手。

自分が決めたルールの中で好きなようにやりたい」という前田さ

ん。試行錯誤を経た今、トマト栽培のメリットを最大限に生か

し、できるだけお金をかけず、自分なりに生産性・効率性を追求

する農業に取り組んでいるそうです。

　やりがいは「残業している時！」。１日１２時間、暗くなって

もヘッドライトを点けて黙々と作業をしているとき、「生きて

る！」と実感が沸くそうです。「トマトに憑りつかれてるんで

しょうね」と、いたずらっぽく笑う前田さん。日々変化する自分

の気持ちを大事にしながら、マイペースで取り組んでみえます。

　オフの冬場は何もしないそうですが、一方でヤギやニワトリを

飼ったり、株式投資の勉強をしたりと意欲的。トマト栽培の規模

は抑えつつ、今年はイチゴ栽培や養蜂にも挑戦されるそうです。

古川町 前田啓詞さん（トマト農家）古川町 前田啓詞さん（トマト農家）

特
集

これからの飛騨市の農業を考える

持続的な農業と美しい風景のために

　就農者が減少傾向にある中でも、少ない人員で持続可能な農業経営を行うに

は、ＩＣＴやＡＩ、ロボット技術などを用いた「スマート農業」が注目されてい

ます。これまで行ってきた実証実験やさまざまな取り組みを今年度もさらに進

め、気象データや衛星写真データを活用した新たな技術を導入していきます。

スマート農業への挑戦

　人工衛星技術を利用し１㎢単位で水稲の生育状況を把握できる営農支援システ

ムを導入します。出穂期や収穫適期を予測する機能により、経験の浅い農業者で

も適切な栽培を行えるよう活用します。また、ＫＤＤＩ㈱と連携し、実証実験を

進めてきた水田センサーによる水管理省力化の普及を図ります。

効率的な農業で負担を軽減

　大切な農地を保全していくためには、専業農家ばかりでなく兼業農家や生きが

い農家などより多くの方が長く広く耕作できる環境を整えていくことが必要で

す。中高年者を第二の担い手世代と位置付け、一定以上の経営規模で出荷を行う

方に対する給付金や農機具の購入支援を行います。

兼業や生きがいなどの多様な農業のあり方
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情報の広場

information
Hida City 市役所からのお知らせ

■申込方法

　　下記の項目をご連絡の上、お申し込みください。日程を調整させていただき、開催日に市長がうかがいま

　す。お気軽にお問い合わせ、お申し込みください。

　　①自治会名や各種団体名など開催される団体の名称

　　②ご希望の日時と場所

　　※所要時間は１時間半程度でお願いします

　　※公民館などで、密にならない程度の人数での開催をお願いします

都竹市長と車座トーク（市長との意見交換会）
募　

集

総合政策課　 0577-62-8880

　都竹市長とお話されたい

地区や団体の皆さんを募集

しています。

　市民の皆さんの思いや願

い、課題などをお聞かせく

ださい。

　都竹市長とお話されたい

地区や団体の皆さんを募集

しています。

　市民の皆さんの思いや願

い、課題などをお聞かせく

ださい。
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情報の広場

LINEやメール配信の登録者募集中！

　市では、令和５年４月１日採用予定の職員を募集します。受験を希望される方は、募集内容を確認のうえ期日まで

に申し込みください。

※試験問題が大学・高専卒業程度という意味であり、受験資格に学歴は一切関係ありません。

（※注１）技術職の専門試験は、土木・電気・機械から１科目を申込時に選択してください。

■申込期限　５月３１日（火）１７:１５必着（ホームページの申込、必要書類の郵送とも同じ）

■試験日　　１次試験　期日　東京会場　６月２６日（日）　　会場：都道府県会館

                        　　飛騨会場　７月１０日（日）　　会場：飛騨市役所

令和４年度飛騨市職員採用試験（令和５年４月１日採用予定）
募
　
集

■募集職種

職　種No.
採用

予定人員
受験資格

一般行政職（Ａ） 若干名①
大学卒業程度の学力を有する方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢要件：Ｈ７.４.２～Ｈ１３.４.１生

技　術　職（Ｂ） 若干名②
大学・高専卒業程度の学力を有する方（※注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢要件：Ｓ５８.４.２～Ｈ１３.４.１生

保　健　師（Ｃ） 若干名③
大学卒業程度の学力を有し、保健師の資格を有する方または令和５年３月末までに取得

見込の方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢要件：Ｓ３８.４.２以降生

総務課 0577-73-7461

第１回募集　　受付開始　令和４年５月６日（金）～

0577-73-0153都市整備課

　令和４年度に杉崎公園の遊具の全

面リニューアルを行います。工事は、

５月９日（月）から開始し、１０月

頃のオープンを予定しています。

　工事期間中は、遊具広場を利用で

きなくなります。（グラウンドなど

の遊具広場以外の施設は利用できま

す。）また、安全対策を実施しますが、

工事車両の出入りが多くなりますの

で、遊具広場以外の施設や公園付近

を利用される方はご注意ください。

杉崎公園遊具リニューアル工事に

よる一部施設の利用停止について

お
知
ら
せ

ほっと知るメール飛騨市公式 LINE

総合政策課

0577-62-8880

①「飛騨市」と友達検索していた

　だくか右のコードをスマホカメ
　ラで読み取って友達追加します。

LINEで登録

②送られてくるＵＲＬから本登録してください。

①右のコードから空メールを送信
　してください。
　ｔ-hida-city@sg-p.jp

メールで登録

②送られてくるＵＲＬから本登録してください。

　市からのお知らせを、スマホ・携帯の LINE やメールに日々、お届けし

ます。

コロナ情報
（感染状況・ワクチン情報）

防災情報
（避難・警報情報）

イベント情報
（プレミアム商品券など)

戸籍の窓
（おくやみ情報）

ごみカレンダー
 (ごみの分別、捨て方)

市ホームページ

主な掲載情報

飛騨市ホームページ

採用試験情報
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情報の広場

■申請方法　申請書に必要事項をご記入のうえ、購入時の領収書等を添付

　　　　　　して申請してください。

■申請期間　１２月２８日（水）まで

■申請先　　子育て応援課（ハートピア古川内）または各振興事務所の市

　　　　　　民福祉担当窓口

お
知
ら
せ

　市では、子育て世帯の経済的な負担軽減及び子育て環境の充実を図ることを目的として、飛騨市の未来を担う子ども

たちの入園・入学準備品の費用の一部を助成します。今年度より高校入学時補助金額の増額を行っています。

入園・入学準備品の一部を助成します
お
知
ら
せ

0577-73-2458子育て応援課

■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」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。

※この事業は「岐阜県森林・環境税」を活用しています

お
知
ら
せ

　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。

特定外来種防除の実施について
お
知
ら
せ

0577-73-7482環境課

オオハンゴンソウオオキンケイギク

年少児

補助金額対象品目

実費

（上限１万円）

スモック、体操服、上履き、昼寝用布団、通園

用のバッグ・靴・カッパ、赤白帽子　など

小学１年生
実費

（上限２万円）

体操服、上履き、ランドセル、通学用の靴・長ぐつ・

カッパ、算数セット、ピアニカ　など

中学１年生
制服、体操服、体育館シューズ、上履き、通学

用の靴・長ぐつ・カッパ　など

高校等１年生
制服、学校指定の作業服、通学用のカバン・靴・

長ぐつ、教科書、副教材　など

年少児

交付対象者 補助金額

実費

（上限１万円）

スモック、体操服、上履き、昼寝用布団、通園

用のバッグ・靴・カッパ、赤白帽子　など

小学１年生
実費

（上限２万円）

体操服、上履き、ランドセル、通学用の靴・長ぐつ・

カッパ、算数セット、ピアニカ　など

中学１年生
実費

（上限６万円）

制服、体操服、体育館シューズ、上履き、通学

用の靴・長ぐつ・カッパ　など

高校等１年生
実費

（上限４万円）
※ただし、児童扶養

　手当資格認定者の

　場合、２万円上乗

　せ

※補助金対象と認められるのは、　

　原則、市内業者から購入した対

　象品目です（学校等が指定する

　教科書等、市外の業者でしか購

　入できない物は対象となります）

※補助金申請には、購入した際に

　発行される領収書の原本又は写

　しの添付が必要となります。大

　切に保管してください

※対象者と思われる方へは５月下

　旬に申請方法、詳細等を記載し

　た案内文書を送付します
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■各地区の行政相談委員および相談実施日は次のとおりです

お
知
ら
せ

　あなたの暮らしの中で、役所の仕事について不満を感じたり、よく分からないことはありませんか？そんなあなたの

声を総務大臣が委嘱した行政相談委員がお聴きします。

　相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。

行政相談委員による無料相談
相
　
談

0577-73-7461総務課

■屋外広告物とは

　　ビルの屋上にある広告塔、建物の壁にある壁面広告や電柱広告などその形態はさまざまです。また、その内容

　が営利的広告かどうかは問いません。自分の店舗や会社などに表示する店舗名や会社名なども屋外広告物になり

　ます。

　　１.常時又は一定の期間継続して表示されるもの

　　２.屋外で表示されるもの

　　３.公衆に表示されるもの

　　４.看板、立看板、はり紙及び札並びに広告塔、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びに

　　　　これらに類するもの

　　以上４つの要件をすべて満たすものが屋外広告物として、内容の営利性を問わず規制を受けることとなります。

■屋外広告物の多くは、許可が必要です

　　幹線道路沿いや市街地などに屋外広告物を設置する場合、その多くは許可手続きが必要です。自社の店舗や会

　社などに表示する会社名なども、一定の基準を超えない場合を除き、許可が必要です。

■ルールに違反して広告物を表示・設置した場合、罰則の適用を受けることがあります

　・屋外広告物のルール及び屋外広告業登録（岐阜県屋外広告物条例）についてのお問い合わせは、

　　岐阜県都市建築部都市政策課　電話　058-272-8648（直通）

　・屋外広告物の許可申請についてのお問い合わせは、

　　岐阜県内の各市町村

お
知
ら
せ

　近年、屋外広告物による事故等が発生しています。日常の広告物の安全管理にもご協力をお願いします。

屋外広告物にはルールがあります
お
知
ら
せ

0577-73-0153都市整備課

古川町 藤井　義昌　相談委員
相談日　６/１５(水)、１０/１７(月)、１/１６(月)　１０:００～１２:００

場　所　飛騨市役所　本庁舎2階　会議室

神岡町 中齋　正己　相談委員
相談日　偶数月(６,８,１０,１２,２月)の２５日　１０:００～１２:００

場　所　神岡振興事務所　２-１会議室

河合町 松井　重隆　相談委員
相談日　６/１５(水)、１０/１８(火)、１/１７(火)　１０:００～１２:００

場　所　河合町公民館　２階相談室

宮川町 佐藤　康雄　相談委員
相談日　毎月第２土曜日　１３:００～１５:００

場　所　宮川町公民館　２階第３会議室
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情報の広場

　民法改正により、令和４年４月１

日から成年年齢が２０歳から１８歳

に変わりました。４月１日に１８

歳、１９歳に達している方は、新成

人となります。

　成年になると、親の同意がなくて

も、自分の意思でさまざまな契約が

できるようになりますが、契約の知

識や経験が少ない新成人は、消費者

トラブルに遭いやすいため、注意が

必要です。契約をするときは、契約

の必要性や内容をよく理解したうえ

で結ぶことが重要です。

　消費者トラブルで困ったときは、

早めに消費生活相談窓口（局番なし

の『１８８』（い

やや！））へご相

談ください。

民法改正で成年年齢が１８歳から

消費者トラブルに注意！

お
知
ら
せ

総務課

0577-73-7461 0577-73-3742税務課

■納付について

　　口座振替の方は、残高確認をお

　願いします。

　　納付書の方は、４月下旬に納税

　通知書を発送しますので、期限ま

　でに納付をお願いします。

■納税証明書の発行について

　　口座振替の方には入金確認後、

　６月下旬に車検用納税証明書（は

　がき）を送付します。

　　納税通知書で納付された方は、

　領収書が納税証明書になりますの

　で、大切に保管してください。

軽自動車税（種別割）の納期

限は５月３１日（火）です

お
知
ら
せ

0577-73-3742税務課

■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。

※一括納付を希望される方は、１～

　４期の４枚の納付書をご使用くだ

　さい

※納税通知書の記載事項を必ずご確

　認ください

固定資産税第１期分の納期

限は５月３１日（火）です

お
知
ら
せ

　近場で働き先がないか探している方、２～３時間だ

けでも働きたいという方にとって、農業のアルバイト・

パートは最適かもしれません。

　昨年度に引き続き、飛騨市ホームページに市内農家

さんからの求人情報を掲載するページを設けています。

求人情報は農家さんからの掲載依頼があり次第、随時

更新します。農業は屋外での作業が多いと思われがち

ですが、屋内作業の求人もあります。

　詳細については

飛騨市ホームペー

ジの他、窓口でも

お伝えできますの

で、お気軽にご相

談ください！

農業アルバイト募集

自分に合った働き方をしてみませんか

募
　
集

都市整備課 0577-73-0153 農業振興課 0577-73-7466

　本年４月１日から、市内で民間賃貸住宅を建設され

る方を支援しています。（申請１棟につき、３年間補助）

■補助の内容

　①民間賃貸住宅の建設工事に対する金融機関からの

　　借入金額に対して補助

　　【補助額＝借入残高×３％×１/２

　　　　　　　　　　　　（年間上限額１００万円）】

　②民間賃貸住宅の家屋に対して課税された固定資産

　　税相当額に対して補助

　　【補助額＝固定資産税相当額×１/２

　　　　　　　　　　　　（年間上限額２０万円）】

■申請受付期間

　　令和４年４月１日～令和５年３月３１日

　　（事業期間は令和４年４月１日から令和７年３月

     ３１日までの３年間）

　※補助金の対象には条件があります。詳細について

　　は担当課までお問い合わせください

飛騨市民間賃貸住宅建設促進補助金
お
知
ら
せ
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　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

　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１日(金)～

　　　　　　７月２９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 0577-73-2948

古川町保健センター

　６月４日から１０日は歯と口の健

康週間です。

　４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・

６０歳・６５歳・７０歳になられる

方には、飛騨市歯周病検診が受けら

れます。対象の方には受診券が送ら

れます。歯周病検診を受けられると、

丁寧な歯や歯茎の健診と歯ブラシの

使いかたなどの指導が受けられま

す。この機

会に、ご自

身の歯周病

について確

認してみま

しょう。

歯周病検診のお知らせ
お
知
ら
せ

0577-73-7464

市民保健課（本庁舎）

　下記の日程で年金相談を行いま

す。（事前予約可）

■相談内容

　①年金受給に関すること

　②年金記録に関すること　

　③国民年金の免除申請、口座振替

　　の手続きについて　等

■場所および日時

　古川会場　飛騨市役所本庁舎

　６月９日（木）

　１０：００～１５：００

　神岡会場　神岡振興事務所

　６月２３日（木）

　１０：００～１５：００

■持ち物

　①年金手帳または年金証書

　②本人確認書類（マイナンバー　

　　カード、運転免許証等）

　③委任状（本人が来庁できない場

　　合）

高山年金事務所による出張

年金相談について

相
　
談

0577-73-2948

古川町保健センター

　新型コロナウイルス感染拡大によ

り、イベントの中止や外出自粛が続

く中、輸血用血液の安定的な確保が

難しくなっています。

　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。

献血バスがやってきます

（６月の献血バス）

お
知
ら
せ

６月１７日（金）
９：３０～
１１：３０

日　時 場　所

（一社）吉城建設
　業協会
（古川町上野）

６月２７日（月）
１２：００～
１３：００

（株）喜多村
　古川工場
（古川町畦畑）

１４：３０～
１６：３０

１３：００～
１５：３０

飛騨市役所

0577-73-2948

古川町保健

センター

　「世界禁煙デー」である５月３１

日から日本でも「禁煙週間」が始ま

ります。

　喫煙者の吐く息の中には、喫煙後

しばらくは有毒なガスが含まれてい

ます。また、喫煙者の衣服にも発が

ん物質などが含まれた煙の成分が付

着します。吸わない人にも、有毒物

質は喫煙者の吐く息や、衣服により

届けられます。特に次世代を担う子

供さんたちは、たばこの害を受けや

すいことも分かっています。ご自身

の健康はもとより、子どもたちの健

康のためにも「禁煙」に取り組んで

みてはいかがでしょうか。

※学校、医療機関、児童福祉施設、

　行政機関では、２０１９年から原

　則敷地内禁煙と

　なっています。

５月３１日から禁煙週間
お
知
ら
せ
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6/1(水) 10:00～15:00
総務課
☎0577-73-7461

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)

○

11

情報の広場相談窓口情報を悩み別に検索できるサイト（コード）です。

電話でのご相談も受け付けています。

こころの健康相談統一ダイヤル　℡0570-064-556

こころといのちの

相談窓口

10:00～17:00 古川町商工会

6/15(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所

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)

○

6/7(火)、8(水)
23(木)、24(金)

古川町商工会
☎0577-73-2624

商工課
☎0577-62-8901

6/15(水) 13:30～15:30
飛騨保健所
☎0577-33-1111（内線312）

こころの健康相談
（精神科医師によるこころの相談）

○

6/2(木) 13:30-15:30
古川町保健センター
☎0577-73-2948

こころの相談室
（精神保健福祉士によるこころの相談）

○ ハートピア古川

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

6/16(木)

6/9(木)

9:00～12:00

地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456

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)

○

-

6/1(水)、8(水)

15(水)、22(水)

29(水)

県若者サポートステーション
☎0577-35-4770

6/28(火) 11:00～15:00 古川町公民館
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

6/13(月) 13:00～15:00 神岡商工会議所
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

認知機能チェック　および　脳トレ ○ 6/23(木) 9:00～12:00

河合町公民館○

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）

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

飛騨市役所

■敷金　家賃の３カ月分　　■申込期間　５月２４日(火)～５月３１日(火)　　■入居予定日　７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）

飛騨保健所 0577-33-1111（内線321）

　５月１日から６月３０日までの間「不正大麻・けし

撲滅運動」が実施されます。大麻や麻薬の原料となる

植物は、法律で栽培等が禁止されています。

　不正栽培及び自生している大麻やけしを見つけた場

合は、飛騨保健所へ通報してください。

不正大麻・けし撲滅運動の実施について
お
知
ら
せ

市民保健課（本庁舎） 0577-73-7464

　家庭内や近隣間のもめごと、悩みごとなどに人権擁

護委員が相談に応じます。（相談無料・秘密厳守）

■日時　６月１日（水）１３：３０～１５：３０

■場所　ハートピア古川・河合町公民館・宮川町公民

　　　　館・神岡町ふれあいセンター

６月１日は全国一斉「人権擁護委員の日」
お
知
ら
せ

公募住宅

種類

募集戸数

所在地

構造・規模

間取り

家賃

下気多団地

公営

（世帯用）１戸

古川町下気多

木造２階建

４ＤＫ

杉崎団地

公営

（世帯用）１戸

古川町杉崎

木造平屋

３ＤＫ

サン・アルプ旭Ｃ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

ＲＣ造６階建

２ＤＫ

昭和町団地

地優賃

（世帯用）２戸

神岡町殿

ＲＣ造４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）２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

打保住宅

特定

（単身用）１戸

宮川町打保

木造２階建

２ＤＫ

入居者の所得に応じて決定

共益費別途 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駐車場使用料、共益費別途
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飛騨警察署からのお知らせ

自転車利用の皆さんへ

交通ルールを守り

安全運転をお願いします

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

大人向けのオススメ 子ども向けのオススメ

『ディズニーキャストざわ
ざわ日記』

笠原一郎/著　三五館シンシャ

　５７歳で入社し、６５歳で退職する

まで清掃スタッフとして働いた８年間

の実態報告。人間関係や仕事への向き

合い方など包み隠さず語っています。

『ねこのラーメンやさん』
KORIRI／さく・え　金の星社

　「ちょうねくたいがにあう　ねこ

のマオさん」がおいしいカツオラー

メンを作ります。ねこもつられるお

いしそうなラーメンにおなかがすい

てきます。

飛騨警察署（警務課）

0577-73-0110（内線211）

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

　自転車は手軽な乗り物として、子供から高

齢者まで幅広く利用されていますが、自転車

側のルール違反による交通事故も多く発生し

ています。

１　赤信号や「止まれ」の標識は必ず

　　停止しましょう。

　　〇自転車は車両の仲間です

　　〇「止まれ」や「信号」のない交

　　　差点、見通しの悪い場所でも必

　　　ず安全確認を！

２　進路変更などをする時も必ず後方

　　の安全を確認しましょう。

　　〇急な進路変更や身勝手な行動は

　　　大変危険です。

　　〇安全確認と交通ルールを守りま

　　　しょう。

0577-73-7495

生涯学習課

　ＮＨＫブラタ

モリ（飛騨編）

で歴史ガイド役

を務めた田中彰

さんが、日本書

紀に登場する

「飛騨の伝説　

両面すくな」の謎に迫ります。

■日時　　６月５日（日）

　　　　　１３:３０～１５:００

■会場　　古川町公民館

■講師　　田中　彰

■対象　　一般

■参加費　無料

■定員　　１００名（先着順）

■申込先　０５７７-７３-６１１５

　　　　　古川町公民館

公民館講座 歴史ロマン講演会「最

大の謎　両面宿儺の謎に迫る」

募
　
集

0577-73-3288

飛騨市美術館

0577-73-7496

文化振興課

　本年度は、小さいサイズ（２４×

３３ｃｍ）ながらも、岩絵具や膠

（にかわ）を使った本格的な日本画

作品を制作します。どうぞお気軽に

お申し込みください。きっと心に残

る体験ができるでしょう。

■日時　５月２９日（日）

　　　　６月５日（日）、１９日（日）

　　　　２６日（日）

■時間　１３:００～１６:００

■場所　古川郷土民芸会館

■対象　中学生から大人まで

　　　　定員：１５人

　　　　参加費：２５００円

■講師　院展作家　岡部 巌氏

令和４年度飛騨市美術館

「日本画教室」

募
　
集

0577-73-5600

飛騨市図書館

 蔵書点検のため飛騨市図書館・飛

騨市神岡図書館を休館します。ご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協

力をお願いいたします。

■休館期間：５月２３日（月）～

　　　　　　２７日（金）

　【できないこと】

　・図書館へ入ること

　・本の貸出、電話による予約や貸

　　出延長

　・各種問い合わせ

　※飛騨市高度情報センター（市図

　　書館２階）も使用できません

　【できること】

　・返却ポストでの本の返却

　（返却処理は開館後になります）

　・「ひだ電子図書館」の利用

蔵書点検のお知らせ（図書

館）

お
知
ら
せ



戸籍の窓
情報の広場

２０２２年４月３０日現在（敬称略）

6

6

0

件数

0

1

－1

死者

9

6

＋3

傷者

173

128

＋45

男

出　　生  7

死　　亡 29

高齢化率 39.96％

転　入  86

転　出  83

女 計 世帯数
11,022 11,749 22,771 8,845

2 375

0 0

1 84

人口の動き 消防の状況

飛騨市

本年累計

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

（４月３０日現在）（５月１日現在　住民登録人口） （４月３０日現在）

神岡町 7,504

宮川町 572

河合町 848

古川町

町別人口内訳

13,847

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】

東町老友会　様　（神岡町）　　　　　　　　金５万円

【飛騨市育英奨学事業へ】

長田　信夫　様　（神奈川県）　　　　　　金１０万円

【教育委員会へ】

エコステーションたかはし古川店利用者一同様より

教育資金として　　　　　　　　　　金４万１３７円

【映像制作活用プロジェクトへ】

中部テレコミュニケーション株式会社　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名のみ公表

【飛騨市薬草ビレッジ構想推進プロジェクトへ】

株式会社喜多村　様　　　　　　　　　金４００万円

【文化振興へ】

飛騨古川飾り物会　様　　　　 金１２万２,１１３円

お名前　　　　　住所　　　　　　　　保護者

【古川町】

立道　貴陽　　　是重二丁目　　　　　慧太・沙紀

野村　旭飛　　　増島町　　　　　　　亮介・敦美

渡邊　結音　　　上町　　　　　　　　貴仁・千里

稲野　陽彩　　　片原町　　　　　　　広大・愛実

櫻田　晄己　　　是重一丁目　　　　　太一・紋佳

尾崎　天星　　　三之町　　　　　　　諒・のぞみ

【神岡町】

大山　心羽空　　江馬町（沖野鉄筋社宅）晃生・苑子

お 誕 生

きはる

あさひ

ゆの

ひいろ

みつき

てら

こはく

お 悔 み

お名前　　　　　住所　　　　　　　　年齢

【古川町】

北平　宗夫　　　壱之町　　　　　　　（93）

荒木　茂　　　　上気多　　　　　　　（81）

村坂　吉仁　　　弐之町　　　　　　　（71）

齋藤　久子　　　殿町　　　　　　　　（90）

大久保　貴代藏　三之町　　　　　　　（90）

櫻枝　政則　　　本町　　　　　　　　（73）

藤井　せつ江　　杉崎　　　　　　　　（97）

中畑　房　　　　向町三丁目　　　　　（101）

大下　昇　　　　金森町　　　　　　　（82）

藤井　　文　　　杉崎　　　　　　　　（62）

植村　頼子　　　上気多　　　　　　　（76）

犬丸　みつゑ　　弐之町　　　　　　　（93）

國定　克子　　　栄ニ丁目　　　　　　（82）

坂上　正子　　　末真　　　　　　　　（83）

【河合町】

中谷　さち子　　稲越　　　　　　　　（84）

【神岡町】

畦地　新一　　　山田（上山田５）　　　（72）

坂上　稔　　　　朝浦（西ケ丘）　　　　（80）

川原　正藏　　　山田（上山田３）　　　（88）

髙森　貞　　　　夕陽ケ丘（江馬７）　　（81）

13
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連載の庭

　『飛騨市学園構想～実践報告集２

０２１～』が３月末に完成し、４月

に入り地域回覧や児童生徒へ配布さ

せていただきました。飛騨市学園構

想は、地域・家庭・学校が手を取り

合い・助け合い・協力し合いなが

ら、目指す「未来の創り手像 ～志

を語り合い しなやかに挑み続ける 

飛騨びと～」と「創りたい地域像 

～みんなで育て みんなが育つ 魅力

あるまち～」の実現に向けて、“ひ

と・もの・ことがつながる”活動や

事業を進めていく取り組みです。今

年度は、児童生徒が自ら企画運営

し、学校や地域全体がつながる活動

に取り組んだり、大学等を含めた異

年齢交流による学びの機会を位置づ

けたりしていきたいと思います。そ

のための新たなプロジェクトを２つ

紹介します。

◆子どもたちによる「創り手プロ 

　ジェクト」

　令和３年度には、地域と学校の課

題をとらえて“地域の良さ・素晴ら

しさ”を発信した山之村地域学校協

働活動の「やまっこブランド販売

会」や、河合地域学校協働本部が主

体となって子どもたちが学校では体

験できない“物を売る・収入を得

る”ことを企画・実施した「河合っ

子マルシェ」などの取組が行われま

した。こうした事業の活発化を図る

ために、児童生徒が地域住民や保護

者と連携・協働して行う課題解決型

学習や地域学校協働活動、企業等と

のコラボ企画等の活動に対して、上

限２０万円を支援します。

◆「中学生、思いっ切り探求学習in

　　大正大学」

　中学生（１５名程度）を対象に、

夏休みを利用して大正大学へ出向い

て、東京での現地体験学習を実施す

る予定です。また、秋頃には大正大

学の学生が飛騨市内を訪れ、中学生

と共にフィールドワークを行いなが

ら、互いの探求力や課題解決能力な

どを伸ばしていきたいと考えていま

す。中学生がこれまでの学校での学

びを活かしながら、大学生との交流

を通して探求のおもしろさを深く体

験します。「もっと学びたい」、

「より深く学びたい」など、探求へ

の意欲が高まり、学校での学びがさ

らに深まることを期待します。

　ウメは昔からその素晴らしい効果

が期待され、梅酒や梅干しなどさま

ざまな方法で活用されてきました。 

　ウメはミネラル豊富な強アルカリ

性食品で、血液をきれいに保ち、疲

労回復、胃腸の働きを回復、肝臓の

保護、美容、そして他に類を見ない

強い鎮痛・抗菌作用があります。  

　さまざまな梅の活用の中でも村上

先生が特に効果が高いものとして紹

介しているものが青梅の汁を煮詰め

て作る「梅肉エキス」です。１kgの

ウメからできるエキスはわずか２０g

とも言われ、とても手間がかかりま

すが、梅肉エキスには強い抗菌作用

のほか、面白い特性があり、体に害

がある強い菌（コレラやチフス菌、

赤痢菌）などに対しては数分で抗菌

効果を発揮しますが、大腸菌になる

と効果は弱まり、腸内常在菌に至っ

ては数十分かけても菌を殺さないそ

うです。また、ウメのエキスを煮詰

める過程で青梅にはなかったムメフ

ラールという成分ができますが、こ

れには血流促進の効果があります。

自然の力はとても不思議ですよね。 

　のどが痛いかなと感じたときに梅

肉エキス数グラムを口に入れ、じっ

くりと時間をかけて飲み込むと、知

らないうちにのどの痛みが引き、そ

の効果に驚きました。また、刺身な

ど生の料理を食べて、ちょっと合わ

なかった際にも梅肉エキスを多めに

飲んでおくと大丈夫でした。そのた

め、コロナ前は出張や旅行に行く際

は必ず常備していましたし、今も毎

日少しずつ飲んでいます。そのまま

飲むとなかなかに刺激的な酸っぱさ

なのでお湯で割ってもいいですよ。

　作ると多くの手間と時間がかかり

ますので、ネットショップでの商品

購入がオススメです。

　村上先生が本を２冊も書かれるほ

どたくさんの効能があるウメ。ぜひ

積極的に生活に取り入れてみてくだ

さい。 

学校教育課 0577-73-7494

まちづくり観光課

0577-73-7463

参考：村上光太郎「薬草療法ハンドブック」より

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

ウメ

⑭

新たなプロジェクトへの「挑戦！」
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　国民の４人に１人が６５歳以上と

いう超高齢社会では、将来、親が病

院へ入院したり、介護施設に入所す

ることが増えてきます。その場合

「親の費用なので、親のお金でまか

なおう」と考えるのが自然な流れだ

と思います。親も、もしもに備えて

資産を貯えているかもしれません。

　しかし、親が認知症になると、本

人の意思確認なしでは、準備した預

貯金を下ろしたり解約したりができ

なくなります。親と一緒に金融機関

へ行って「預金が下ろせないと介護

費用が払えない」と事情説明して

も、認知症で意思確認ができない状

態では、一切手続きはできません。

　ひと昔前ならば、通帳とハンコさ

え持っていけば、家族でも親の預金

を下ろせましたが、今はそういう時

代ではありません。一つ屋根の下に

住む家族でも手をつけられず、事実

上凍結状態となってしまうのです。

　このような場合、金融機関では

『成年後見制度』の利用を勧められ

ます。この制度では、まず家庭裁判

所へ申立てを行うと、調査や審理が

され、成年後見人等の選任・審判を

経て、ようやく『法定後見』が開始

されます。そのため、本人の預金が

引き出せるようになるまでには３～

４ヵ月ほどかかる見込みです。

　また、このような成年後見制度に

代わる新たな財産管理の方法として

『家族信託』が注目されています。

これは、家族による家族のための財

産管理制度です。たとえば「将来、

認知症になったときのために息子に

財産を管理してほしい」という場

合、本人が介護施設に入るようなこ

とになったら「その費用は自宅を売

却して得たお金や預貯金から出して

ほしい」と息子に託すことができま

す。この場合、財産の管理・運用・

処分は息子が行いますが、その利益

や恩恵は親が得られます。

　終活を行う上で自分の資産を生前

からどうやって管理・処分するかに

ついて考えることは、自分と家族の

幸せを考えることでもあります。親

子でよく話し合ってみてください。

問　　飛騨市終活支援センター

　　　（飛騨市社会福祉協議会内）

0577-73-3214

ご希望があれば、自宅訪問での終

活相談もお受けします。お気軽に

お問い合せください。

親子で話し合って
おきたいこと

はじめませんか？

そろそろ
終活

＜その2６＞

連載の庭

　当院は、高齢化率４６％となる高

齢化最先端の神岡地域において地域

医療を担う要となる病院です。現在

抱えている大きな問題は、働く職員

の高齢化です。看護学校の併設が無

く定期的な看護師の採用が難しい中

で、これからの地域医療を担う若手

看護師の採用が求められています。

　住民の皆さんの安心な暮らしを守

るためにも、継続的に看護師を確保

できるよう、まずは既存看護師が活

き活きと働ける環境を整え、一緒に

働きたいと思ってもらえることが大

切であると考えました。

　そこで令和元年に導入したのが当

院独自の看護師教育システム「里山

ナース院内認定制度」です。

　この制度の求める看護師像・定義

は、救急から急性期看護・慢性期看

護～在宅支援・看取り期までを見据

えた「いのち・暮らし・尊厳をまも

り支える看護の提供」です。

　また、この教育システムは、研修

の習熟状況に応じて、スーパー

（SUPER 1st）・ハイパー（HYPER 2n

d）・エクセレンス（EXCELLENCE 3rd）

と、段階的にレベルアップできるシ

ステムとしています。

　このような仕組みのもと、日々楽

しみながら学ぶことで、令和元年度

はスーパー２８名、令和２年度は

スーパー４名、令和３年度はスー

パー５名、ハイパー７名が修了しま

した。

　この制度の説明と、輝く看護師の

紹介などを様々な方法で情報発信し

てきたこともあり、今年度、縁もゆ

かりもない北海道出身の新卒看護師

が「一緒に働きたい」と来てくれま

した。また、来年度においてもすで

に「就職したい」と新卒看護師の申

し込みが来ています。

　少しずつではありますが、こうし

て新卒採用活動の効果がみえてきま

した。引き続き病院スタッフが一丸

となってこの地域の医療を守ってい

けるよう頑張ってまいります。

　今後とも住民の皆さまのご理解と

あたたかいご支援をよろしくお願い

いたします。

飛騨市民病院

0578-82-1150

「里山ナース」
人材育成プロジェクト（JIP）

で新卒採用に光

里山ナース院内

認定制度オリジ

ナ ル キ ャ ラ ク

ター「サッチ」
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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 ポいろいろ
まちの話題

　古川に春を告げる「瀬戸川の鯉の引っ越し」が行われました。

瀬戸川は冬の間、近隣住民が流雪溝として利用するため、鯉

は増島城址の堀（天神池）に引っ越しますが、毎年４月には

市内外のボランティアや飛騨市観光協会の職員らの手で川に

移されます。

　この日は、ボランティアなど約３０人が天神池に入って横

一列になり、長い網を使って鯉を池の隅に追い込んだ後、玉

網で鯉をすくいあげ、軽トラックで瀬戸川へ運びました。

　３人の孫を連れて訪れた地元の井西かず子さんは「鯉の放

流はテレビでしか見たことがありませんが、現場を初めて訪

れ、大きな鯉の迫力に圧倒されました」と、また孫の新名みなきさんは「たくさんの錦鯉が群れになって泳ぐ姿が美

しく、とても感動しました」と話していました。

瀬戸川に名物の鯉が引っ越し、春の訪れ告げる
「いい国」 願って１１９２匹の鯉を放流

4/2

　宮川小学校で今年度の入学式が行われ、入学した１年生児

童２人が、同校に受け継がれている「ひびきの鐘」を鳴らし、

希望にあふれる学校生活をスタートさせました。

　この鐘は、１.８メートルほどの高さのアーチ状の釣鐘台に、

校長室に代々保管されてあった鐘を吊るしたものです。合併

して飛騨市が誕生したときに「ひびきの鐘」と名付けられ、

新たに釣鐘台も作られて同校のシンボルとして復活。以来、

毎年入学式と卒業式の２回だけ鳴らす伝統となっているそう

です。

　式典後には、新入生の稲野莉緒翔さんと佐藤大翔さんがこ

の鐘を鳴らして退場しました。稲野さんは「鐘は音が大きくて耳を押さえた。学校では、国語とか算数とか鉄琴とか

を頑張りたい」、佐藤さんは「陸上クラブや算数を頑張りたい。鐘を鳴らすときは緊張した」などと話していました。

宮川小学校へ２人の新入生が入学
「ひびきの鐘」を鳴らして小学校生活スタート

4/7

　飛騨地域に伝わる「飾り物」の文化を継承してきた飛騨古

川飾り物会の駒侑記扶代表と庶務会計を務める平瀬徹夫さん

が市役所を訪れ、沖畑教育長に対し、「今後、市の文化伝承の

ために使ってほしい」と寄附金を手渡されました。

　飾り物とは、国や地域での慶事などに行われるもので、そ

の慶事にちなんだテーマや、年ごとの歌会始の御題、干支な

どの課題が与えられ、その課題を日常で使う茶道具や酒器、

大工道具などの小道具を用いて表現する遊びです。全国各地

で行われていましたが、現在では古川町や高山市などごく限

られた地域でしか見られなくなっているとのことです。

　駒さんは「残念ながら高齢化とメンバーの減少で、力仕事もある展示などの活動が難しくなりました。飾り物を好

きな若い子が出てきてくれれば継承できると思うので、それを期待したい」と話していました。

会費の積立金を市へ寄附 「文化伝承に使って」
飛騨古川飾り物会が解散

4/8

特 レ ポ

特 レ ポ

特 レ ポ
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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

　今年度、第１回目となる「美味しいお米養成講座」が古川

町公民館で行われました。これは、市民の皆さんから「より

美味しいお米を育てるにはどうすればいいの」というご意見

が寄せられたことを受けて企画されたもので、昨年に引き続

いて行われました。全３回の予定です。

　今回は「田植え期に行う美味しいお米の育て方」や「トラ

クター操作のコツ」などに関する講座が行われ、市内の農業

者４５人が参加されました。

　参加した米農家の岩佐英夫さんは「講座は、ポイントがよ

くまとめられていて分かりやすかった。広葉樹の森からくる

ミネラル豊富な水も、飛騨市のお米が美味しい理由だと思う。生産規模では他所にかなわないので、これからは品質・

ブランド力の向上をめざすべき」と話していました。

栽培の基礎やコツを学んで、もっと美味しいお米づくりを
美味しいお米養成講座を開催

4/16

　県史跡の小島城跡を守る地元保存会「小島城址公園整備委

員会」（酒井敏三会長）が、城跡までの登山道の補修や倒木処

理などを行いました。

　同委員会は平成１７年に太江区と杉崎区、２４区の有志に

よって結成され、雪で傷んだりした登山道や東屋の補修、夏

の草刈りなどに努めています。

　この日は会員４３人のうち約３０人が参加し、太江、杉崎、

沼町から入山する３本の登山道と車道に分かれて２時間ほど

汗を流しました。山頂近くの階段の補修や丸太で作ったイス

の防腐剤処理、倒木や折れた枝の後始末などを実施。来訪者

が歩きやすいように作業を行いました。参加した阪上敏彦さんは「この冬は大雪で幹折れや倒木が多くて大変ですが、

安全のため手を抜けません」と、チェンソーを手にあちこちで作業をしていました。

小島城跡に至る登山道の整備や倒木処理に汗
小島城址公園整備委員会の皆さんが作業

4/16

　飛騨市美術館で開催中の「うっとりがみの『透かし折り紙』

展～光と灯で広がる癒しの世界～」の一環で、ワークショッ

プ「透かし折り紙をつくって楽しもう！」が行われました。

　「透かし折り紙」とは、薄い半透明で光を通すカラフルな紙

を用いた折り紙です。星や花など、さまざまな色や形の折り

紙を作って組み合わせたり、重ねて張り合わせたりして、光

を通すステンドグラスのような色鮮やかな文様を作ります。

　当日は、中村さんをはじめ「うっとりがみ」のメンバー８

人が指導にあたり、市内や高山市などから参加した約５０人

が熱心に取り組みました。

　神岡町から友人と参加した女性は「透かし折り紙は今回初めて知りました。もともと折り紙は好きなんですが、ま

た違った感覚の作品で素敵。家へ帰ってまたやってみたいです」と笑顔で話していました。

美しい「透かし折り紙」で癒されて
ワークショップ「透かし折り紙をつくって楽しもう！」 を開催

4/16

特 レ ポ

特 レ ポ

特 レ ポ
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飛騨市役所

　アメリカ出身の彫刻家イサム・ノグチ（１９０４年ー１９

８８年）の作品などを展示する「イサム・ノグチ『光の彫刻』展」

が６月１２日まで、飛騨市美術館で開催されています。

　この展示を受けて２４日、前・岐阜県美術館長の古川秀昭

氏による「イサム・ノグチの〈あかり〉をめぐって」と題したトー

クイベントが同館で行われました。

　古川氏は、イサム・ノグチの生い立ちを説明し、またスラ

イドを用いながら彫刻作品など、灯り作品以外も紹介。作品が、

師であるブランクーシの作品から大きな影響を受けているこ

とが分かるなどと説明しました。

　友人と訪れた古川町在住の井上春代さんは「飛騨市でこうした作品を見られるのは素晴らしいこと。今日は誘って

くれた友人に感謝します」と話していました。

飛騨人や岐阜提灯との出会いが創作に影響か
イサム・ノグチ 『光の彫刻』 展が開催

4/24

　春の山火事予防運動に伴う消防訓練が市内で行われ、この

日は古川町の下気多研修センター付近から出火したという想

定で、古川消防署と地元消防団の合同訓練が実施されました。

　消防署からは１９人が参加し、それぞれの役割を再確認し

ました。隊員たちは市民からの通報で現場へ駆けつけ、互い

に声を掛け合いながら機敏な動作で防火水槽や用水路から送

水し、枯草に覆われた斜面に向かって放水しました。

　消防団「古川方面隊」からは隊員３２人がポンプ車などで

駆けつけ、現地指揮本部からの情報を共有して放水訓練など

を実施。情報収集にはドローンも利用しました。

　中畑和也消防長は「雪が解けて野山に出掛けたり、農作業で火入れする機会も増えて火災の危険が高くなりますが、

しっかり訓練を積んで有事に備え、消防団との連携もしっかりとって被害の軽減に努めてください」と話しました。

消防団員も参加して放水訓練などを実施
市内各地で山火事の合同消防訓練

4/23

　国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 関

西支所と市が、「広葉樹資源の有効活用についての研究・技術

開発に関する連携協定を締結しました。

　この協定は、互いに連携協力し、市の広葉樹資源の有効活

用による持続可能な地域づくりプロジェクト「広葉樹のまち

づくり」の推進に必要な研究や技術開発をさらに進めること

が目的。同研究所には、市をフィールドとして活用していた

だき、「広葉樹のまちづくり」にも助言などをいただきます。

　締結式では、同支所の桃原郁夫支所長と都竹市長が、宮川

町菅沼の市有林で伐採したブナとハンノキの板材で作られた

協定書に、それぞれ焼きペンで署名を行いました。桃原支所長は「連携協定を結ぶことによって、森林に関する研究

を行って市の行政に生かし、その成果を市民の皆さんへ還元できれば」などと話しました。

広葉樹のまちづくりに専門家の知見など求める
森林総合研究所 関西支所と市が連携協定を締結

4/22
特 レ ポ
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　古川祭が令和元年以来３年ぶ

りに行われました。

　新型コロナウイルス感染拡大

の影響で、今年はしきたりや技

能の伝承のため、規模を縮小し

て開催。起し太鼓はまつり広場

から移動せず、付け太鼓の攻防

も行わず、地域住民や観光客な

ど約２ ,０００人が見守る中、

出立祭、若松様が唱われ、起し

太鼓に代わる四神挨拶行列が町

内を巡行しました。

　かつて明治の頃のコレラ流行

や太平洋戦争などで中止や延期

を乗り越えてきた古川祭に新た

な歴史が刻まれました。

３年ぶりに古川祭が
開催されました！

勇壮に響きわたった起し太鼓

披露されたからくり人形 飛騨古川駅前に屋台が集結

小学生が祭りを見学 獅子が屋台を先導 起し太鼓に代わる四神挨拶行列
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作り方
①　鶏もも肉に液体塩こうじをま

　　んべんなく振り掛けて良く揉

　　み込む。常温で１０〜１５分

　　ほど置いてなじませる。 

②　寒干し大根は水に１５分ほど

　　漬けて戻し、合わせ調味料を

　　入れた鍋で１５分ほど煮て調

　　味をする。 

③　①を魚焼きグリル、又はオー

　　ブン ( トースターも可 ) で焼

　　く。皮目は焦げやすいので注

　　意をする。焼き上がったら１

　　０分ほど常温に置いて休ませ

　　(肉汁の流出を防ぐ為 )、ひと

　　口大に切り分けて盛り付け。 

④　②とお好みで青味、柚子胡椒

　　を盛り付けて完成。

飛騨市食の大使  工藤英良氏監修

飛騨めし
レシピ

　１０年にわたり、公邸料理人とし

て世界各国の賓客に和食を提供。

現在は出張料理人として１日１

組限定の特別コースを各地で提

供しています。

　令和３年６月２９日に飛騨市の

「食の大使」に就任。飛騨市の「食」

の認知度向上やブランディングに向けた

取り組みをサポートしています。

工藤 英良 氏 プロフィール

【材料（２人前）】

鶏もも肉…１枚 (２５０g) 

液体塩こうじ…大さじ１＋１/２ 

寒干し大根…１０個 

［合わせ調味料］ 

水…２カップ 

カツオ出汁パック…１パック 

昆布３cm 四方…１枚 

醤油、みりん…各大さじ２ 

青味、柚子胡椒…お好みで 

鶏もも肉照り焼きと寒干し大根 

調理時間３５分

一人あたり３４５ｋｃａｌ

Vol.5

【飛騨の晩酌セット】
  飛騨の日本酒にピッタリなおつまみ 3 種

【材料（２人前）】

茄子…３本 

茗荷…１個 

プチトマト…２個 

［合わせダレ］ 

ネギ (みじん切り ) …５０g 

胡麻ペースト…大さじ５

醤油、みりん、液体塩こうじ…各大さじ１ 

ポン酢、柑橘類絞り汁…各大さじ２

塩…小さじ１/２

サラダ油…大さじ２

翡翠茄子の胡麻ダレ掛け

調理時間２０分

一人あたり４３０ｋｃａｌ

【材料（２人前）】

生キクラゲ…５０g 

エリンギ…２パック (４本 ) 

ニンニク、生姜…各５g 

鷹の爪…少々 

油 (サラダ油、ごま油 )…各小さじ２ 

[ 合わせ調味料 ] 

液体塩こうじ…小さじ２

醤油、みりん、酒…各小さじ１ 

砂糖…お好みで　　　　胡麻…少々

三つ葉の葉っぱ…１枚 

生キクラゲとエリンギのきんぴら

調理時間１５分

一人あたり１３３ｋｃａｌ

作り方
①　茄子の皮に薄く包丁の切れ込

　　みを５〜６箇所入れ ( 油の中

　　での破裂防止 )、１７０℃位

　　の油で火が通るまで揚げる。

　　箸でつまんだ時にやや弾力が

　　感じられ、且つ茄子から出て

　　くる気泡が小さくなっていた

　　ら火が通っている証拠。氷水

　　に落として皮をむき、そのま

　　ま置いて粗熱をとる。茄子が

　　美しい翡翠色を帯びてくる。 

②　合わせダレを合わせる。 

③　①の水分を軽く絞ってひと口

　　大に切り、器に盛り付けて②

　　をかける。 

④　刻んだ茗荷、スライスしたプ

　　チトマトをあしらって完成。

作り方
①　フライパンに油を引き、みじ

　　ん切りのにんにくと生姜、鷹

　　の爪を弱火でじっくり炒めて

　　香りを移す。

②　一口大に切った生キクラゲと

　　エリンギ、合わせ調味料を全

　　て加えて中火で加熱する。

③　エリンギがしんなりしてきた

　　ら味を調えて仕上げにごまを

　　加えて盛り付け、三つ葉を飾

　　ったら完成。

食のまちづくり推進課

0577-62-9010


