
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恒例のふれあいまつりを開催し、大勢の方に参加

していただきました。下有知各区でも、子どもたちの

夏休み中に、三世代が集う夏祭り、鮎つかみなどの

行事を開催し、地域のつながりを深めました。 
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   お知らせ 



下有知区域地図を作成しました 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下有知各区の境界と自治会の位置を示した地図を区長会の協力を得て作成しました。 

この地図のラミネート版を各地区の公民センター、集会場等に配布しています。 

下有知区域地図の配布を希望される方、また、この地図をご覧になって位置の修正等のご意見がござ

いましたら下有知ふれあいセンターにご連絡ください。 

 

下有知各区・団体の活動紹介 
下有知地域の各区・団体での活動の一部を紹介します。 

ここに掲載した以外にも春祭り、環境保全活動等多くの行事が各地区で行われています。 

  
２ 



夏祭り 
７月２３日に４区、７月３０日に６区、８月１９日に５区と７区で夏祭りを開催しました。 

６区(上切区)は名物流しソーメンをはじめ多くの模擬店を出店しました。尾関市長、

松田市議、武藤協議会会長にも参加していただきました。 

５区(中組区)では中組区、獅子舞保存会若宮社、子ども会の共催で、各種模擬店を

出店。お目当ての生ビールは６０リットル飲みました。金魚すくいは無料開放、集会場の

室内ではたくさんの景品を準備してゲームを行い、子ど

もたちが大勢参加してくれました。中学生の皆さんも  

ボランティアで参加して活躍してくれました。各区ともに

三世代の地域住民が集い、大いに楽しみ、大いに親睦

を深めることが出来ました。 

鮎のつかみ取り 
１区から５区で農村環境保全活動の一環としてアユのつかみ取り大会を行いました。 

１～３区は８月２０日(日)に午前９時から曽代用水周辺のゴミ

拾いを行い、午前１０時に約１，０００尾のアユを曽代用水に放

流してアユのつかみどりを始めました。最初は素手での捕獲で、

幼児と小学生低学年以下、中学生以下、大人を交えた皆さん

の順序で捕獲をし、最後にはタモを使ってすべてのアユを捕獲

しました。約２００名の皆さんに参加して頂きました。 

４区、５区は、曽代用水の支流ノグロ川で、共にアユ 100匹を

放流して、つかみ取りを行いました。 

最近は、子どもたちが川に入って、魚をつかまえて遊ぶことが

少なくなっています。鮎のつかみ取りで、自然とのふれあいを楽

しみ、歓声が上がっていました。 

防災訓練 
９月３日に４区の防災訓練を実施しました。災害が発生した時の対応に

は日頃の訓練が必要です。今後各区の防災訓練が予定されていますので、

多くの皆さんの参加をお願いいたします。 

下有知地区スポーツ部門優秀者紹介 
下有知地区で、平成２８年度に全国大会・東海大会に出場者された優秀者に、しもうちふれあいまちづくり

協議会からスポーツ振興助成金を交付しました。 

スポーツ振興助成金交付者 

出場大会 氏  名 区 学 年 等 競      技 

全国大会 服 部 公 洋 ４区 下有知小５年 相撲 

服 部 隼 都 ４区 下有知中１年 相撲 

三 輪 紗 愛 ７区 下有知中１年 アーチェリー 

高 井 将 平 ２区 下有知中２年 アーチェリー 

山 谷 莉 子 ２区 下有知小４年 テニス 

辻   稔 ４区 一般 空手 

小 林  暁 ８区 実年 ソフトボール 

東海大会 川 島 彩 巴 ２区 下有知小６年 マーチングバンド・バトントワーリング 

山 藤 大 夢 ４区 下有知中１年 サッカー 

幅  那 月 ２区 下有知中１年 ソフトテニス ３ 

４区 

４区 

４区 

５区 

５区 

１～３区 

６区 



平成２９年度ふれあいまちづくり協議会活動報告 
広報４号発行以降に「しもうちふれあいまちづくり協議会」で実施した活動を報告いたします。 

参加していただいたみなさんありがとうございました。詳細は下有知ホームページで閲覧できます。 

区対抗野球大会 
しもうちふれあいまちづくり協議会主催、健康・スポーツ部会と下有知

体育委員会主管の『下有知区対抗野球大会』を、平成２９年５月１４日

(日)から５月２４日(水)の間に、下有知中学校のグランドで行いました。 

八つの区からの参加があり７試合で勝敗を競いました。決勝戦は７区

対１区となり、２４日(水)１９時３０分から雨を心配する中で試合開始。雨に

邪魔されることなく熱戦が繰り広げられ、１７対６で７区が優勝の栄冠をつ

かみ取りました。準優勝１区、三位は６区と１１区でした。 

ふれあいウオーキング 
平成２９年６月４日（日）に、文化・交流部会主催で、『ふれあいウオーキング』を行いました。 

カラリとした晴天の中、下有知ふれあいセンターを出発し、下有知小学校の通学路を南進、冨士神社で

休憩をとり関警察署の通りまで行き、その通りを東進し、曽代用水との合流点から曽代用水にそって北進、

下有知ふれあいセンターまで帰ってきました。おおよそ２時間の道のりでした。 

老若男女あわせ１００人弱の参加者で、事故やけがもなく気持ち良く歩いてきました。参加された方は、

「空気が爽やかで、歩いていてとても気持ちが良かったので、どんどん歩けた。」と言ってみえました。 

区民グラウンドゴルフ大会 
平成２９年６月１１日（日）龍泰寺グランドで、『第２回 区民グラウンドゴルフ大会』を、しもうちふれあいま

ちづくり協議会主催、健康・スポーツ部会、下有知体育委員会、下有知スポーツクラブ主管で行いました。 

梅雨時期で天候を心配しましたが、カラリとして体を動かしやすい日で、皆さん楽しく競技をされました。 

年齢別に、小学生のＡクラス（１チーム）・中高生のＢクラス（４チーム）・一般混合のＣクラス（２１チーム）・

７０歳以上のＤクラス（５チーム）の４つに分かれそれぞれのクラスで競い合いました。日々の訓練のたまもの

でしょうか、Ｄクラスのみなさんの成績が素晴らしかったです。 

大会の進行にあたり、下有知中学生のボランティアの皆さんが大勢協力して

くれました。本当にありがとうございました。 

競技の結果は次の通りでした。 

Ａクラス優勝 Ｍチーム 

Ｂクラス優勝 とうふチーム  準優勝 しょうえいと不思議な仲間たちチーム  ３位 はぴねすチーム 

Ｃクラス優勝 ゴリマッチョチーム  準優勝 関ノ上野球Ａチーム  ３位 下井桁婦人会チーム 

Ｄクラス優勝 東志摩チーム  準優勝 下井桁第一チーム  ３位 中組修徳会チーム 

三世代ふれあい広場 
平成２９年７月８日（土）午後６時より、福祉・子育て部会主催の『三世代ふれあい広場スカットボール大

会』を下有知中学校体育館で開催しました。当日は、梅雨を忘れるほどの晴天のため、夕方６時の体育館

はうだるような暑さでしたが、笑顔で１６チーム合計４８名の方がゲームに参加しました。 

下有知中学校のボランティアの皆さんにもゲーム進行などお世話になりました。 

次のチームが入賞されました。 

優勝は、高井翔太・高井香奈子・上野喜弘チーム 

準優勝は、山田照喜・中山恵美子・山田喜美子チーム 

第三位は、後藤健吾・後藤直人・後藤 修チーム ４ 

優勝された７区の皆さん 



区民ゴルフ大会 
平成２９年７月１３日（木）に、健康・スポーツ部会主催、下有知スポー

ツクラブ共催の『下有知区民ゴルフ大会』を美濃関カントリークラブで開

催しました。 

当日は、早朝まで降っていた雨もあがり、思いの外良い天気で、上か

らの日射しと、下からの熱気とで少々過酷な環境でしたが、４３人の参加

者がプレイを楽しみ親睦を深めました。次の皆さんが入賞されました。 

優 勝   松田 一浩 

準優勝  内藤 善次 

第三位  松田 洋一 

親子クッキング 
平成２９年７月３０日（日）下有知ふれあいセンターの調理室で、健康・スポーツ

部会主催の『ふれあい親子クッキング』を開催いたしました。料理が得意な健康推

進委員の皆さんにお手伝いをしていただきました。 

小学生の親子が対象で、１年生から６年生まで１４組３２名の参加がありました。 

チャレンジした献立は、「ギョウザの皮のトルテローニ」「かぼちゃの冷たいスー

プ」「きりぼし大根ときゅうりのしらす和え」「ごはん」「フルーツポンポン」です。 

包丁を持ち真剣な眼差しと慣れない手つきで材料を切っている子ども達を、その後

ろから見つめている大人達の顔が緊張でこわばっています。中には慣れた手つき

で（お家で良くお手伝いをしているのでしょう）手際良く作業している子もいます。 

完成した料理を前に、みんなとっても良い顔をしていました。普段はあまり口に 

しない野菜をおいしそうに、パクパクと食べていて、本当にびっくりした!!と話された 

お母さんもみえました。 

誰一人けがをすることなく、後片付けまで終える事が出来ました。夏休みの楽し

い思い出の一つになるとうれしいです。 

色々お手伝い下さったスタッフの皆さん、ありがとうございました。 

ふれあいまつり 
平成２９年８月５日（土）午後５時より、下有知ふれ

あいセンターで、文化・交流部会主催の『第１４回しも

うちふれあいまつり』を開催しました。心配した雨も 

あがり、多くの方に参加していただきました。 

今年も中学生のボランティアの皆さんに準備から

加わっていただき、大活躍していただきました。あり

がとうございました。 

模擬店、各種催し物の様子は表紙の写真をご覧ください。 

長良川鉄道沿線の草刈り 
平成２９年６月２５日（日）に、下有知３区・４区・５区から

５６名が参加して長良川鉄道沿線の草刈りを実施しまし

た。参加していただいた皆さんありがとうございました。 

スッキリして見通しも良くなりました。 

 
５ 

武藤会長あいさつ 尾関市長にも参加して

いただきました 

http://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=4153
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資源ごみを再生利用することによる効果はさまざまなものがあります。 

① ゴミの減量化 ②ごみ処理経費の縮減 ③二酸化炭素発生の抑制（地球温暖化防止）など。 

さまざまな 効果をもたらす「ＰＴＡ資源回収活動」に、下有知の皆さんのご協力を切にお願い 

いたします。「資源ごみは、ＰＴＡ資源回収に」を合言葉に、全面協力をいただき、子育て支援の 

一端を担えたら幸いです。 

しもうちふれあいまちづくり協議会 生活・環境部会 

「ごみの量を減らして循環型社会形成を推進しましょう。」 

 これは、ごみ減量化に取り組む千葉県柏市のキャッチフレーズです。 

そして、ごみを減らす取り組みのキーワードとして「３Ｒ（スリーアール）の実践を提案しています。 

① リデュス（Reduce）   = 発生抑制（ゴミの発生を少なくする） 

② リユース（Reuse）    = 再利用（不要になったものを捨てないで、活用する） 

③ リサイクル（Recycle） = 再生利用（どうしても出てしまうごみは、資源に戻して再利用） 

生活・環境部会の活動紹介 

しもうちふれあいまちづくり協議会では、「生活・環境部会」の活動として、自然環境及び生活環境の保

全活動に取り組んでいます。下有知クリーンアップ活動はその一環として行っています。 

ごみ問題は、今や大きな社会問題となり様々な課題を抱えているのが現状です。地方自治体にとっても

年々ごみ対策経費が増大し、予算を圧迫しています。 

クリーンアップ活動 
平成２９年５月２８日(日)に下有知地区内で、生活・環境部会と自治会

連合会下有知支部タイアップのクリーンアップ活動を行いました。 

自治会毎に拾い集められたゴミが、下有知ふれあいセンターへ続々と

運び込まれて来ます。そのゴミを、生活・環境部会のメンバーが分別をし

ながら手際よくまとめていきます。ふれあいセンター駐車場南側に、ゴミ

袋が数十袋集まりました。集められたゴミ袋は、ほどなく市のゴミ収集車 

２台に収集してもらえました。 

日差しの強い中、ゴミ拾いをして下さった皆さんありがとうございました。また一段と下有知の風景がきれ

いになりました。たくさんのゴミと格闘して下さった生活・環境部会の皆さんお疲れ様でした。 

下有知小・中学校のＰＴＡ資源回収にご協力を！ 
下有知の小・中学校では、ご承知のとおり、皆さんにご協力いただいて、ＰＴＡ活動としての資源回収を

行っており、この活動による収入が小・中学校の貴重な教育資金になっています。（当欄の小・中学校の 

校長先生からのコメントをお読みください。） 

小・中学校の校長先生からのコメント 
下有知小・中学校では、PTA資源回収を年３回ずつ、合計で６回実施しています。関市全体の収入が

減り、市から学校に配当される予算も減っています。そんな中で、PTA資源回収で得る収入は、学校にとっ

て非常に大きな財源となっています。ちなみに下有知小学校の場合、年３回の資源回収で得た収入は、

H27年度が約３７万円、H28年度が約３２万円でした。H29年度は、アルミ缶等の補助が廃止され、２５万円

程度の収入を見込んでいます。大幅な減収となりますが、それでも学校にとっては大きな財源です。 

 

６ 
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この貴重な収入で、一昨年はテント６張や充電式のマイクとアンプのセットを購入し、運動会や命を守る

訓練等で活用しています。また、昨年は、体育館で使用できる光源の強いプロジェクターを購入し、PTA 

総会やひびきあい集会等で活用しています。プールサイドに敷き詰めてある人工芝も、このお金で購入  

しました。今後も、子どもたちの教育や安全のために、市からの配当予算ではなかなか購入することのでき

ない物品を購入していきたいと考えています。 

そのためには、下有知地区の皆様のご理解とご協力が不可欠です。近年は至る所にリサイクルの回収

ボックスが設置され、買い物のついでにそこへ持っていくという家庭が増えています。しかし、学校にとって

は無くてはならない資源回収の収入です。何とか年６回の小中学校の資源回収へのご協力をお願いしま

す。なお、「新聞や雑誌、段ボール等を保管しておくのは面倒だ」という場合は、その都度、小学校及び 

中学校に持参していただければ結構です。今年度大幅な減収が見込まれる資源回収ですが、地域の皆

様のご協力により、例年並みの収入を確保できることを願っています。 

下有知小学校長 橋詰勝司 

下有知中学校長 亀山 章 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は大幅な減収が見込まれます 

学校では常時、新聞、雑誌、段ボール、古着、アルミ缶を回収します。下有知中学校は構内に設置して

いる資源回収ボックス(上の写真)に投入してください。  小学校は職員の方にお渡しください。 

関市民リサイクル推進事業功労者表彰 
生活・環境部会長の奥田光治さんが関市民リサイクル推進協議会で功労者と

して表彰されました。 

長年にわたり地域で美化活動等を行っていただいている方の表彰です。 

開催日が決定している１０月以降の行事予定 
次の行事の開催日が決定しています。大勢の皆さんの参加をお待ちしています。 

なお、各行事の詳細は別途チラシ・ホームページでご案内いたします。 
 

行事 開催日 場所 

敬老会 １０月 ９日(月・祭日) みの観光ホテル 

ふれあい文化祭 １０月２１・２２日(土・日) 下有知ふれあいセンター 

山王山登山道・ 

完成記念登山会 
１１月 ３日(金・祭日) 山王山しもうち駐車場集合 

クリーンアップ １１月 ５日(日) 下有知地域 

区民玉入れ大会 １１月１２日(日) 下有知中学校体育館２F 

区民体力スポーツテスト １１月１２日(日) 下有知中学校体育館１F 

区民ボウリング大会 ３月１１日(日) 関ボウリングセンター 

中学校に設置している資源回収ボックス 

(この資源は中学校の収入になります) 

７



下有知地区の世帯数推移 
自治会未加入世帯が増加傾向です。 

世帯数・人口推移の詳細は、下有知ホームページのサイド

メニュー「総務・自治部会」でご覧いただけます。 

自治会未加入世帯の皆さん、地域で安全・安心な暮らしを

するために自治会に加入しましょう。 
 

自治会加入を希望される方は「下有知ふれあい

センター」にご連絡ください 
 

４区では、ここ１．２年の間に新居を構えられた世帯が急増

しました。その方々が、既存

の自治会に加入するのでは

なく、新しい自治会を立ち上

げたらどうだろうかということ

で、市民協働課の担当者を

迎え、意見交換会を開催しました。参加者は２１名でした。現在、新自治会の設立をご検討中です。 

下有知地区の人口推移 

下有知地区も６５歳以上の人口が増加傾向で、少子高齢化が進んでいます。 

「しもうちメール」による情報提供開始のお知らせ 
「しもうちふれあいまちづくり協議会」の行事案内、活動報告等の情報を、１１月から電子メールで住民の 

皆さんに提供いたします。情報の提供を希望される方は、shimo‐ｆ@ccn3.aitai.ne.jp(下有知ふれあいセン

ターのメールアドレス)に「情報提供希望」の送信をしてください。 

 

８
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