
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おみごと 一本！ ～全国大会へ～ 
下有知剣道スポーツ少年団の皆さんは、全国スポ

ーツ少年団剣道交流大会岐阜県大会で、見事優勝

され、来る、平成３１年３月に山口県で開催される全

国大会に向けて一生懸命稽古に励んでいます。 

 

 

 

 

 
 

 

Ｐ２ 会長年頭あいさつ 

Ｐ３ ふれまち協議会活動報告 

Ｐ６ 下有知各区・団体の活動紹介 

Ｐ７ １月以降の行事予定 

Ｐ８ 消防団活動紹介 
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会長年頭のごあいさつ 
 

 明けましておめでとうございます。 
 下有知地区の皆様には、良い新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 
 ふれあいまちづくり協議会は、5月の総会において大部分の役員が交代し、「安心

して生きがいのある生活を営むことができる下有知づくり」に向けてスタートをし

たところです。 
 平成 30年度は、野球大会を皮切りに、ふれあい祭りやふれあい文化祭等各事業

には多くの方の参加と協力をいただき、ふれあい、楽しみ、そして交流と連携を深めていただいた

と思っています。 
 さて、昨年の漢字が「災」であったように、下有知も夏には豪雨に見舞われ、台風も当たり年で、

避難準備情報や避難勧告が何度も出た年でありました。その度に地域内の巡回と状況確認、ふれあ

いセンターで待機をしたところでしたが、何はともあれ大きな被害にならなかったことが何よりで

ありました。 
 このような中、漸く下有知地域を一体に繋いだ防災訓練を行うことが出来ましたし、2月には防

災・減災講演会を行うことにしており、一層の防災に努めることとしています。 
 また、生活環境の改善に向けた行政への要望も、下有知を一つにまとめて進めることによって、

改良改善に向けて一定の成果があったと思っています。 
 30年度の事業もいくつか残していますが、今年の反省の上に立って課題、問題等を踏まえ 31年

度に向けることになります。そのためには住民、各種団体、そして行政と繋ぐことが重要で緊密な

連携を図るとともに、自治会連合会を始め広報紙、ホームページ等で、情報の連絡もさらに進めた

いと思っています。 
 年頭に当たり、皆さま方のご健勝とご活躍をご祈念申し上げますとともに、ご理解とご協力をお

願いしてご挨拶とします。 

ふれあいまちづくり協議会会長 平田忠彦 

 

ふれまち協議会では地域の情報を皆さんにお伝えしています 

会長のあいさつにもありますように、広報「ふれあいまちづくりだより」、下有知ホームページ

などを活用して、地域にお住いの皆さんへの情報の伝達をさらに進めてまいりたいと考えています。

つきましては、下記により掲載記事を募集しますので、ご協力をお願いいたします。また、皆さん

が必要とされる情報についてのご要望ご意見もお寄せください。 

～掲載記事を募集しています～ 
 
ふれあいまちづくりだより「下有知各区・団体の活動紹介」の掲載記事を募集しています。 

地区や団体で実施している活動、活動のための仲間探し、地域の魅力や掘り出し物、伝統・文化・トピッ

クスなど、様々な記事をお気軽にお寄せください。 

※なお、掲載の時期や有無については、ふれあいまちづくり協議会 総務・自治部会で協議のうえ、決定さ

せていただきますのでご了承ください。 

 

【提 出 物】 記事（文章）及び、写真（2～3点） 

【提出時期】 随時 

【提出方法】 「ふれあいまちづくりだより掲載記事応募」と記載し、ご提出ください。 

メール送信、郵送、持参、いずれの方法でも結構です。 

【提 出 先】 しもうちふれあいまちづくり協議会（詳細は最終ページをご確認ください） 
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ふれあいまちづくり協議会活動報告 
 

「しもうちふれあいまちづくり協議会」で実施した活動を次のとおり報告します。 

ご参加いただきました皆さん、ありがとうございました。詳細は下有知ホームページの活

動報告で閲覧できます。 
 

敬老会を開催しました 
 
本年度敬老会を 10月 8日、みの観光ホテルにおいて 252名の参加により開催しました。 

関市長のご挨拶では、長寿の秘訣は、体、頭、手先を使うことが大切だというお話しがあり、皆さん真剣

に聞き入っておられました。アトラクションでは、下有知保育園園児によるキッズダンス、下有知獅子舞保存

会による獅子芝居、「玉ちゃんと仲間たち」の皆さんによるプロ顔負けの歌謡ショー、「喜楽」の皆さんによる

お囃子と郡上ぶしが披露されました。ご出席の皆さんは大変楽しそうに鑑賞され、笑顔で帰路につかれまし

た。来年も多くの方々のご参加をお待ちしております。お元気でお過ごしください。 
 

    

    
【ふれあいまちづくり協議会 福祉・子育て部会主管事業】 

 

ふれあい文化祭を開催しました 
 
秋の風物詩となった下有知ふれあい文化祭も今年で 15回目となり、10月 27日（土）、28日（日）の二日

間、下有知ふれあいセンターで開催しました。オープニングでは下有知中学校の皆さんによるコーラスとブ

ラスバンド演奏が披露され、きれいなハーモニーや力強い演奏に大勢の皆さんが聴き入ってみえました。

展示部門では、園児、小・中学生、関有知高校生から高齢者まで幅広い世代の皆さんの絵画、写真、書、

工芸品などの作品が館内いっぱいに展示され、多くの方が鑑賞されました。喫茶コーナーにもたくさんの方

が訪れ、大好評でした。これからも、多くの皆さまの出品をお待ちしています。 
 

    
【ふれあいまちづくり協議会文化・交流部会主管事業】 

 
３ 

http://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=8852
http://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=8913
http://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=8852
http://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=8852
http://shimouchi.jp/xoops/uploads/wp-content/uploads/2018/11/DSC03572-1024x768.jpg
http://shimouchi.jp/xoops/uploads/wp-content/uploads/2018/11/DSC03592-1024x768.jpg


玉入れ大会で健康づくり 
 
第 4回しもうち玉入れ大会を平成 30年 11月 4日（日）に下有知中学校体育館で開催しました。 

今回は、小学生からお年寄りまで 3 クラス、計 43チームが出場しました。その中には、西濃・神戸町「ごう

どスポーツクラブ」の方 7名が、神戸町での玉入れ大会開催に向けて、視察を兼ねて参加されました。 

1試合 3分間という短い時間ながら、神経を集中して一心に籠に玉を入れるこの競技は、疲れを感じます

が玉が入った喜びと達成感が勝り、どのチームも楽しく競技をしていました。成績は次のとおりです。 
 

<Ａクラス>                <Ｂクラス>                   <Ｃクラス>  

優 勝  レインボーガールズ     優 勝  関ノ上ソフトバレーＡ    優 勝  東志摩 

準優勝  チームプレイボーイ      準優勝 上切唐栗              準優勝  関ノ上混合チーム 

３ 位  少年団野球４年生チーム  ３ 位   ドラゴン・スネーク      ３ 位   チームタラーコーン 

   
【ふれあいまちづくり協議会健康スポーツ部会主管事業】 

 

クリーンアップ活動で快適な地域づくり 
 
しもうちふれあいまちづくり協議会、自治連下有知支部及び下有知青少年健全育成協議会がタイアップ

し、クリーンアップ活動を 11月 11日（日）に行いました。地域の皆さん、ご協力ありがとうございました。 

より多くの皆さんに、クリーンな地域づくりに関心を持っていただき、ゴミをしない、ゴミの適正処理等、快

適な環境づくりを地域ぐるみで推進していきたいと思います。 

   
【ふれあいまちづくり協議会 生活・環境部会主管事業】 

 

花壇等整備事業 ～みんなの庭を華やかに～  
 

 本年度から新たに、地域住民の生活、環境の向

上を目的に、花壇等の整備事業を進めています。

初年度の今回は 3つの区会が取り組みを行い、上

切公民センター、東志摩南宮神社、中央集会場、

重竹公民センターの４カ所で花壇整備やプランター

への植栽が行われました。いずれも地域の子どもか

ら高齢者まで多くの皆さんが集い交流する場の花

植えです。集まった人たちのふれあいや、地域の絆

が更に深まるきっかけになれば素晴らしいことと思います。みんなで推進しましょう。 

  【ふれあいまちづくり協議会 生活・環境部会主管事業】 
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防災訓練で安全・安心を！ 

≪下有知災害対策本部≫ 

   
関市総合防災訓練の一環として、自主防災会ごとに決められた場所への避難訓練、自主訓練、伝達訓

練を行いました。今年度新たに「下有知災害対策本部」をふれあいセンター敷地内に設け、関市災害対策

本部地区支部と共に、各自主防災会から寄せられる避難者数等の総数を把握するという訓練を行いまし

た。 

私たちの地区でも、いつ大きな災害が発生するかわかりません。防災訓練に参加して、いざという時に備

え、自分と家族、そして地域の方々の安全を守りましょう。 

≪自主防災会自主訓練≫ 

   
【ふれあいまちづくり協議会 安全・安心部会主管事業】 

一年の汚れを落として！ 

しもうちふれあいまちづくり協議会・企画運営委員会のメンバーで、寒風吹きすさぶ 12月 24日の早朝か

ら、下有知ふれあいセンターの大掃除を行いました。窓ふきや蛍光灯のほこり落としに始まり、日頃はゆきと

どかない軒先や、調理室やホールの床にこびりついた汚れを落としました。 

下有知ふれあいセンターをご利用いただく皆さんに、少しでも気持ち良く利用していただきたいという思

いで精一杯頑張りました。  皆さんのご利用・ご来館を心よりお待ちしております。

   

「ふれあいまちづくりだより」第７号～９号を発行しました 

今年度「ふれあいまちづくりだより」第７号～９号を発行し、ポスティングで下有知地域の全世帯に配布し

ました。お近くの方やお知り合いの方で「ふれあいまちづくりだより」が配布されていない世帯がございまし

たら下有知ふれあいセンターまでご連絡ください。まちづくりだよりは下有知ホームページでも紹介していま

す。ホームページサイドメニューの「しもうち広報」をクリックしてご覧ください。 

【ふれあいまちづくり協議会 総務・自治部会主管事業】 ５ 



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多くの

行事が各地区で行われています。是非とも総務・自治部会まで活動内容をお寄せくださ

い。提出方法は２頁の～掲載記事を募集しています～をご覧ください。 

 

全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会岐阜県大会で優勝 
 
～下有知剣道スポーツ少年団～  
 平成 30年 1１月 10日、美濃加茂市プラザちゅうたいで開催された、全国スポーツ少年団剣道交流大

会岐阜県大会の小学生団体の部で、下有知剣道スポーツ少年団が優勝しました。先鋒から大将までの

5名が、それぞれ、学年、男女が指定されているもので、出場した 23チームによる、リーグ戦と決勝トー

ナメントを勝ち抜いて栄冠を得たものです。この大会は、全国大会の予選を兼ねており、優勝団体は、

来る、平成 31年 3月に、山口県で開催される本大会に出場することになりました。選手は、全国大会に

向けて、一所懸命、稽古をして頑張っています、皆さんのご声援をお願いします。出場者は、次のとおり

です。 

  先鋒  矢澤 来斗（やざわ らいと）   男 下有知小学校 ４年 

  次鋒  野口 心琴（のぐち みこと）   女  同 上   ５年 

  中堅  齋藤 奨悟（さいとう しょうご） 男  同 上   ６年 

  副将  古田亜依莉（ふるた あいり）   女  同 上   ６年 

  大将  三輪 優二（みわ ゆうじ）    男 旭ヶ丘小学校 ６年 

  監督  宮西 宏之（みやにし ひろゆき） 男 

 

 
 

青パトで防犯パトロール ～犯罪・事故の未然防止を目指して～  
 

関市自治防犯防災会下有知支部の会員の皆さんが、青色回転

灯防犯パトロール車による地域内の防犯パトロールを実施されて

います。 この活動を通して、犯罪、事故の未然防止や、地域の

皆さんの安全に対する関心を高めてもらうとともに、併せて、防災

活動にも積極的に参加協力いただいています。 

会員の皆さんは、写真左から野口孝三さん、木戸口和敏さん、

野口正人さん、山下悟さんの 4名の方々です。 
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関市獅子舞保存会創立５０周年記念 獅子舞大会に参加  
 
下有知獅子舞保存会が、11月 25日に関市文化会館で開催された、関市獅子舞保存会創立 50周年記

念 獅子舞大会に参加し、大会宣言に続いての「悪魔祓い」と、公演としての 「傾城阿波の鳴門（上）子別

かれの段」を熱演されました。また、50周年記念大会表彰ではこれまでの活動が認められ、下記の方々が

受賞されました。 
 

市長感謝状（大会表彰）   山田安彦さん 

会長表彰（大会表彰）    松田年春さん、八木悠太さん（小学６年生） 

岐阜県議会議長表彰    八木昭一さん 
 

   

 

すくすくランドを開催 ～みんなで子育てを楽しむ場～  
 

12月 13日に 22組の親子が集まり、第 3回すくすくランドが開催されました。ひとりひとりの手形を飾った

アイデア満載のクリスマスツリーや、わらべうたの会「ぽんぽこ」さんによる「手遊び」と「人形劇ぞうくんのさん

ぽ」が披露され、親子で楽しく過ごされました。サンタやトナカイの登場に子どもたちは大喜びです。また、

温かいけんちん汁やおにぎり、ケーキが振る舞われ、お母さん同士のフリートークが行われました。 

子どもと親が地域とつながり、みんなで子育てを楽しめる場、そしてお母さん同士のつながりが生まれる

場となっています。次回の開催は 3月 14日（木）です。お気軽にご参加ください。 

   
【詳細・お問合せ：すくすくランド実行委員会 ☎ 45-3002 （むげがわ児童館内）】 

 

 

開催日が決定している今後のふれまち協議会行事予定 
 
次の行事の開催日が決定しています。多く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 

野焼き ２月２４日(日) 地区一帯 

区民ボウリング大会 ３月 ９日(土) 関ボウリングセンター 
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関市消防団下有知分団の紹介＆団員募集 
 

消防団は、しもうちふれあいまちづくり協議会の基本施策である「安全で安心なまちづくり」に 

なくてはならない組織です。 

現在の関市消防団下有知分団は、分団長1人、副分団長6人、山王班14人、長保寺班11人、中組班18人、

今宮班15人、東志摩班9人の総勢74人で、地域の防災リーダーとして、地域住民の生命と財産、身体を守

る消防団活動に取り組んでいただいています。 
 
消防団の活動内容としては、操法大会や年末夜警など、決して楽しいものばかりではありませんが、消防

団員の皆さんは、地域活動の一つとして、地域住民の安全・安心に貢献できるという自負と、気心の知れた

良い仲間たちとの交流の中で、今後もこの消防団活動を維持・継続していかなくてはならないと考えていま

す。 

～消防団活動を維持・継続するためには団員の確保が必要です。 

是非、地域の皆さんのご理解とご協力をお願いします。～ 
 

＜消防団の主な業務・行事＞ 

 ① 各地域の消火栓点検と整備 

 ② 消火車両、備品等の点検と整備 

 ③ 関市消防操法大会への参加 

 ④ 年末夜警 等 

 

   

編集後記 

新年おめでとうございます。今年も下有知地域の情報を皆さんにご理解いただけるよう工夫をして届けてまいり

ます。また、皆さんからの情報、ご要望、ご意見もお待ちしておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

総務・自治部会長  大澤 慶一 
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