
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年５月１９日（日）に、関青年会議所主催

の第３４回わんぱく相撲 関場所が、せきしんふれ愛

アリーナで開催され、下有知小学校が団体優勝し

ました。 

写真は、相撲でご活躍されている皆さんです。 

詳細は、１０頁をご覧ください。 
 

 

 

 

 

Ｐ２ 会長あいさつ 

Ｐ３ 令和元年度委員紹介 

Ｐ４ 平成３０年度収支決算報告 

P５ 令和元年度収支予算 

Ｐ６ 令和元年度事業計画 

Ｐ７ 「ちびっこ広場」紹介 

Ｐ８ 女性活躍事業紹介 

Ｐ９ ふれまち活動報告 

Ｐ１０ 地域団体の活動紹介 
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    会 長 あ い さ つ 
 

先の５月１９日、令和元年度「しもうちふれあいまちづくり協議会」

の総会を行ったところです。今年は、４月に統一地方選があったた

め開催が少し遅れましたが、平成３１年度の報告と令和元年度の

計画についてご承認を頂きました。 

本年度はこの計画を基に事業を進めていくことになりますが、

なにはともあれ、下有知地区の皆さんのご理解、ご協力を頂くこと

によって、よりよい下有知、住みやすい下有知づくりに向けたいと思

っています。 

事業計画等の概要については、この広報「ふれあいまちづくりだより第１０号

しもうち」に掲載しておりますし、ふれあいセンターには総会資料が置いてあり

ますのでご覧頂ければと思っています。 

さて、昨年を振り返ってみますと雨が多かった年であったと思っています。 

６月から７月にかけてのウォーキングやスカットボールが、雨がらみで中止を余

儀なくされましたし、夏には続く豪雨や何度も来襲した台風によって、避難準備

情報や避難勧告が発表された年でありました。その都度、ふれあいまちづくり

協議会では「下有知防災本部」を立ち上げ対応に努めてきたところです。また

近年は、地震が何時起こっても不思議ではないと言われています。 

このような状況を踏まえて、本年、具体的な防災、減災対策に向けた準備を

進めることとしています。また、効率的で効果的な事業運営に向けて、協議会

内組織・団体の連携と統合を進めるとともに、要望等にかかる生活環境等の整

備に向けては、更に一歩前へ進めることにしています。 

ふれあいまちづくり協議会の活動は、４月から６月にかけての野球大会に始

まり、６月からは区民ゴルフ、グランドゴルフそしてカローリング、ふれあい祭りと

進めています。皆さんにご参加を頂くことによって、地域が繋がり、魅力あふれ

る下有知が育つと思っています。ご理解とご協力よろしくお願いします。 

 

 

「しもうちふれあいまちづくり協議会」の令和元年度総会及び各部会を 
５月１９日に開催しました。 

令和元年５月１９日に、下有知ふれあいセンターにおいて、 

しもうちふれあいまちづくり協議会総会を開催しました。 

平成３０年度の事業報告・決算報告、役員の承認、令和元年度

の事業計画・予算など全ての議案が承認・可決されました。 

今年度は、昨年からの継続事業の他に、新たに子育て支援事業、

女性主体事業、若者主体事業などに取り組み、事業の活性化を図

ってまいります。区民の皆様方のご理解と

ご協力をよろしくお願いいたします。 

総会の後、各部会を開催し、事業の実

行に向けての話し合いを行いました。 

 



 

令和元年度の「しもうちふれあいまちづくり協議会」の委員は次の皆さんです。 
会長 平田忠彦（前副会長）   副会長 野口正人(自治連下有知支部長)   副会長 平田益夫（区長会長） 

監事 杉村 徹(民児協下有知支部長)   山田 賢司(自治連下有知副支部長) 

区 

長 

会 

区長会長 平田益夫 
副会長 大澤慶一   纐纈明 書記 塚原茂雄 

会計 今宮俊朗       

区長会員 

塚原茂雄 1 区区長 平田 尚 4 区副区長 平野 清 8 区副区長 

太田豊明  〃 副区長 平田益夫 5 区区長 兼松廣司 9 区区長 

武藤康二       〃 今井邦夫  〃 副区長 上島康明 10 区区長 

古田善泰 2 区区長 纐纈 明 6 区区長 荒木初美  〃 副区長 

鈴木勝吉  〃 副区長 山田賢司  〃 副区長 大崎貴佳 11 区区長 

大澤慶一 3 区区長 今宮俊朗 ７区区長 長尾典高  〃 副区長 

堀内 定  〃 副区長 天野雅友  〃 副区長 栗田貴弘       〃 

三輪一夫 4 区区長 小林 暁 8 区区長   

総
務
・
自
治 

部会長 大澤慶一 副部会長 平田 尚   会計 大澤慶一 

部会員 

大澤慶一 区長会 栗田貴弘 区長会 

古田善泰  〃 谷村圭子 推薦 

新藤良太 自治連 

 

高橋正次  〃  

平田利弘 前部会長  須田直美  〃  

武藤康二 区長会  西部美香里  〃  

平田 尚  〃  武井正子  〃  

今井邦夫  〃  山下ひで子  〃  

天野雅友  〃  森 雪絵  〃  

平野 清  〃 

 

山田和伸 支援職員 

 荒木初美  〃 

 

   

安
全
・
安
心 

部会長 大崎貴佳 副部会長 長尾典高   会計  

部会員 

大崎貴佳 区長会 鈴木勝吉 区長会 

長尾典高  〃 加藤由広 自治連   

横山英俊 下有知消防団  横山 等 交通安全協会   

石原照和  〃  松田広重 防災指導員   

川崎智明  〃 山田直樹 小学校 PTA     

山田玲生奈  〃 

 

波多野幸也 中学校 PTA     

村井峰男 前部会長 

 

山田和伸 支援職員   

福
祉
・
子
育
て 

部会長 大野憲博 副部会長 勝本典子   会計  

部会員 

大野憲博 社協 三輪寿美子 民児協   

小林 暁 区長会 山田あつ子 ハートフル 

平野栄里子 福祉委員  福井茂美 地域包括センター  

山口正二 前部会長  藤川照子 母子会 

勝本典子 社協  今井 徹 ふれあいクラブ 

 井戸八重子 自治連  平田みつ子 日赤奉仕団   

杉村 徹 民児協  中山恵美子 推薦   

三輪 敬 民児協  田口 旭 支援職員   

生
活
・
環
境 

部会長 三輪一夫 副部会長 小林徳彦   会計 山田 淳 

部会員 

三輪一夫 区長会 大澤勝也 農事改良組合   

塚原茂雄  〃   松田勝彦 修徳会   

堀内 定  〃    服部真理 小学校 PTA     

小林徳彦 自治連  松岡朱音 中学校 PTA     

池村勝也  〃   小林優太 保育園保護者会  

三輪勝司  〃   三輪茂之 推薦   

奥田光治 前部会長  田口 旭 支援職員   

山田 淳 土木水利委員    

 

  

健
康
・
ス
ポ
ー
ツ 

部会長 兼松廣司 副部会長 纐纈明 会計 

 

部会員 

兼松廣司 区長会 中村隆夫 体育委員長   

篠田裕央 自治連 平井伴生 体育委員   

纐纈 明 スポーツ推進委員 阿部靖之  〃     

小瀬木章  〃    尾口文良 スポーツクラブ   

三輪幸博  〃    池村昭浩  〃     

山田丈一 前部会長  山藤 寿  〃     

山田聖久 小学校 PTA 横山頼子 健康推進委員   

山田大介 中学校 PTA  河村 茂 支援職員   

文
化
・
交
流 

部会長 高井 靖 副部会長 

 

  会計 

 

部会員 

高井 靖 青少年育成協議会 松田 哲 青少年育成協議会 

 山下友成 小学校 PTA 八木明佳 保育園保護者会 

土屋真穂  〃    平田 功 自治連 

野口味紀  〃    上島康明 区長会   

高井寿博 中学校 PTA 太田豊明  〃     

平野孝明  〃    寺町まどか 推薦   

池村千草  〃    河村 茂 支援職員   

山藤裕行 前部会長      

財
務
・管
理 

部会長 今宮俊朗 副部会長 桑野賀生   会計 平田幹司 

部会員 

今宮俊朗 区長会 平田幹司 事務局 

桑野賀生 自治連 古田美佳  〃   

三輪節夫 社協 村井浩美  〃   

武藤哲夫 顧問     

 



 

「しもうちふれあいまちづくり協議会」の平成３０年度収支決算を報告します。 
平成３０年度しもうちふれあいまちづくり協議会一般会計収支決算（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 
収入の部         単位：円 

科   目 
本年度予算額 本年度決算額 比較増減 

備     考 
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） 

１．事業収益 13,084,159  13,541,645  457,486  
 

（１） 一般事業 2,700,000  2,936,100  236,100    

  ① 推進費 1,700,000  1,755,600  55,600  一世帯当たり 1,200 円（内自治連支部会費 200 円） 

  ② 推進協力金 1,000,000  1,180,500  180,500  事業主、アパート・マンション等の管理者より 

（２） 交付金事業 5,509,999  5,587,900  77,901      

  ① 地域委員会交付金 3,000,000  3,000,000  0  市民協働課より 

  ② 敬老会交付金 2,009,999  2,089,800  79,801  高齢福祉課より 

  ③ 参加費 200,000  111,000  -89,000  ゴルフ・野球大会の参加費等 

  ④ 売上金 300,000  387,100  87,100  
 

（３） 委託金事業 4,224,160  4,350,645  126,485    

  ① 指定管理料 3,600,000  3,600,000  0  市民協働課より 

  ② 利用料 624,160  750,645  126,485  ふれあいセンター施設利用料 

（４） 夜間照明事業 650,000  667,000  17,000      

  ① 使用料 650,000  667,000  17,000      

２．事業外収益 453,885  1,221,252  767,367    

（1） 雑収入 453,885  1,221,252  767,367  コピー・用紙代等 

３．繰越金 4,669,956  4,669,956  0      

（１） 前年度繰越金 2,862,934  2,862,934  0    

（２） 引継金 1,807,022  1,807,022  0  
 

  

収入合計 18,208,000  19,432,853  1,224,853      

支出の部         単位：円 

科   目 
本年度予算額 本年度決算額 比較増減 

備     考 
（D） （E） （E）－（D） 

１．事業費用 16,266,800  14,512,339  -1,754,461    

（１） 管理費 8,688,800  7,902,820  -785,980    

  ① 賃金 4,259,000  3,778,456  -480,544  雇用・労災保険を含む 

  ② 通信費 80,000  72,135  -7,865  電話・葉書・切手代等 

  ③ 図書･研修費 50,000  0  -50,000      

  ④ 電気料 1,149,800  1,157,211  7,411  夜間照明を含む 

  ⑤ 水道料 40,000  37,870  -2,130    

  ⑥ ガス代 40,000  41,358  1,358    

  ⑦ 修繕費 1,100,000  892,298  -207,702  夜間照明・グラウンド整備代等 

  ⑧ NHK・CATV 受信料 131,000  101,740  -29,260    

  ⑨ 保守点検料 310,000  300,024  -9,976  消防設備・自動ドア・空調設備の保守点検費用 

  ⑩ 保険料 138,000  118,276  -19,724  公民館保険等 

  ⑪ 事務機借上料 591,000  520,609  -70,391  コピー機リース代等 

  ⑫ 消耗品等 800,000  882,843  82,843  トナー・インク・用紙等の事務用品等 

（２） 事業費 7,578,000  6,609,519  -968,481    

  ① 区長会 1,000,000  567,899  -432,101  各区への助成金、市要望への対応等 

  ② 総務・自治部会 560,000  665,600  105,600  広報発行、ホームページ運用等の費用 

  ③ 安全・安心部会 298,000  251,194  -46,806  防災訓練助成金、交通安全看板の設置費用等 

  ④ 福祉・子育て部会 2,780,000  2,394,653  -385,347  敬老会、三世代ふれあい広場等の経費 

  ⑤ 生活・環境部会 220,000  127,683  -92,317  花壇新設等の助成 

  ⑥ 健康・スポーツ部会 740,000  543,677  -196,323  グラウンドゴルフ、玉入れ大会等の経費 

  ⑦ 文化・交流部会 1,270,000  1,205,964  -64,036  ふれあい祭り、ふれあい文化祭等の経費 

  ⑧ 財務・管理部会 610,000  736,797  126,797  会議費、山王山・長良川鉄道沿線整備費用等 

  ⑨ 雑費 100,000  116,052  16,052  祝儀、お礼等 

２．事業外費用 1,941,200  1,262,719  -678,481    

（１） 助成金 1,500,000  1,162,600  -337,400  自治連支部会費、社協・青少年育成協等 

（２） 予備費 441,200  99,110  -342,090  鮎の日分担金 

（３） 返還金 0  1,009  1,009  地域委員会交付金返還 

支出合計 18,208,000  15,775,058  -2,432,942    

収入合計 19,432,853 円と支出合計の 15,775,058 円との差額 3,657,795 円を令和元年度に繰り越します。 

 

 



 

「しもうちふれあいまちづくり協議会」の令和元年度予算が決まりました。 
令和元年度しもうちふれあいまちづくり協議会一般会計収支予算（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日） 
収入の部           単位：千円 

科   目 
前年度 本年度 増減 

備     考 
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） 

１．事業収益 13,084  14,001  917    

（１） 一般事業 2,700  2,870  170        

  ① 推進費 1,700  1,450  -250  一世帯当たり 1,000 円 

  ② 推進協力金 1,000  1,180  180  事業主、アパート・マンション等の管理者より 

  ③ 事務委託費 0  240  240        

（２） 交付金事業 5,510  5,780  270        

  ① 地域委員会交付金 3,000  3,180  180  市民協働課より 

  ② 敬老会交付金 2,010  2,100  90  高齢福祉課より 

  ③ 参加費 200  200  0  野球・ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ・ｺﾞﾙﾌ大会等 

  ④ 売上金 300  300  0  ふれあい祭り 

３） 委託金事業 4,224  4,671  447    

  ① 指定管理料 3,600  3,996  396  市民協働課より 

  ② 利用料 624  675  51  ふれあいセンター施設利用料 

（４） 夜間照明事業 650  680  30    

   使用料 650  680  30  ナイター使用料 

２．事業外収益 454  932  478    

   雑収入 454  932  478  コピー・用紙代等 

３．繰越金 4,670  3,658  -1,012        

    前年度繰越金 4,670  3,658  -1,012    

収入合計 18,208  18,591  383        

支出の部           単位：千円 

科   目 
前年度 本年度 増減 

備     考 
（D） （E） （E）－（D） 

１．事業費用 16,267  17,391  1,124    

（１） 管理費 8,689  8,509  -180    

  ① 賃金 4,259  4,259  0  雇用・労災保険を含む 

  ② 通信費 80  96  16  電話・葉書・切手代等 

  ③ 図書･研修費 50  50  0  新聞代等     

  ④ 電気料 1,150  1,185  35  夜間照明を含む 

  ⑤ 水道料 40  40  0    

  ⑥ ガス代 40  40  0    

  ⑦ 修繕費 1,100  900  -200  夜間照明・グラウンド整備代等 

  ⑧ NHK・CATV 受信料 131  131  0    

  ⑨ 保守点検料 310  310  0  消防設備・自動ドア・空調設備の保守点検費用 

  ⑩ 保険料 138  138  0  公民館保険等 

  ⑪ 事務機借上料 591  560  -31  コピー機リース代等 

  ⑫ 消耗品等 800  800  0  トナー・インク・用紙等の事務用品等 

（２） 事業費 7,578  8,882  1,304        

  ① 区長会 1,000  1,652  652  各区への助成金、市要望への対応等 

  ② 総務・自治部会 560  720  160  広報発行、ホームページ運用等の費用 

  ③ 安全・安心部会 298  490  192  防災訓練助成金、交通安全看板の設置費用等 

  ④ 福祉・子育て部会 2,780  2,880  100  敬老会、三世代ふれあい広場等の経費 

  ⑤ 生活・環境部会 220  200  -20  花壇新設等の助成 

  ⑥ 健康・スポーツ部会 740  720  -20  グラウンドゴルフ、玉入れ大会等の経費 

  ⑦ 文化・交流部会 1,270  1,420  150  ふれあい祭り、ふれあい文化祭等の経費 

  ⑧ 財務・管理部会 610  700  90  会議費、山王山・長良川鉄道沿線整備費用等 

  ⑨ 雑費 100  100  0  祝儀、お礼等 

２．事業外費用 1,941  1,200  -741    

（１） 助成金 1,500  1,000  -500  社協・青少年育成協等 

（２） 予備費 441  200  -241    

支出合計 18,208 18,591 383   

※ 会長の承認により科目間流用と予備費の充当を認める。 

 



 

令和元年度の事業計画です。皆さんといっしょに次の事業に取り組みます。 
１．部会事業 

月 財務・管理 総務・自治 安全・安心 福祉・子育て 生活・環境 健康・スポーツ 文化・交流 

 ４        

 ５ 
・総会    ・クリーンアッ

プ 
・野球大会  

 ６ 
 ・広報発行    ・グラウンドゴル

フ大会 
・ゴルフ大会 

・山王山で工作
しよう 

 ７ 
・市長と語る会   ・三世代ふれ

あい広場 
 

・親子クッキング ・異文化料理教
室 

 ８       ・ふれあい祭り 

 ９ 
 ・広報発行     ・異文化料理教

室 

１０ 
   ・敬老会   ・ふれあい文化

祭 

１１ 
    ・クリーンアッ

プ 
・玉入れ大会 
・体力スポーツ

テスト 

・ふれあい登山 

１２        

 １  ・広報発行      

 ２     ・野焼き   

 ３      ・ボウリング大会  

その

他の

事業 

・企画運営委
員会(毎月) 

・ふれあいセ
ンター維持
管理 

・ 自治組織
体制整備 

・ 自治会加
入促進 

・女性事業 
・情報提供 

・防災訓練 
・交通安全 

・高齢者支援 
・子育て支援 
・「ちびっこ広

場」を毎月
開催 

・花壇新設等
の助成 

 ・青少年育成協
議会との連携
事業 

２．区長会事業 
①各区の活動に対する助成  ②地域の要望の取り纏め及び関市への要請 

③下有知保育園に関すること ④産廃業者への対応、地域の開発に関すること 

３．部会外事業として、山王山登山道整備と長良川鉄道沿線草刈りを実施します。 
 

令和元年７月以降の開催日が決定している行事予定 
 

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・ホームページ等でご案内いたします。 
 

行事 開催日 場所 

三世代ふれあい広場 
（カローリング） 

７月 ６日(土) 下有知中学校体育館 

ネパール料理教室 ７月 ７日(日) 下有知ふれあいセンター 

親子クッキング ７月２８日(日) 下有知ふれあいセンター 

ふれあい祭り ８月 ３日(土) 下有知ふれあいセンター 

敬老会 １０月１４日(月・祭日) みの観光ホテル 

ふれあい文化祭 １０月２６・２７日(土・日) 下有知ふれあいセンター 

区民玉入れ大会 １１月 ３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 ３日(日) 下有知中学校体育館１F 

ふれあい登山 １１月１６日(土) 山王山 

区民ボウリング大会 ３月 ８日(日) 関ボウリングセンター 

 



 

 ちびっこ広場の紹介：みなさん遊びにきてね  

福祉・子育て部会では、未就園児の親子を対象にした「ちびっこ広場」を開いています。 

開催日は、毎月第３水曜日（８月は除く）の午前中で、 

場所は、ふれあいセンター児童室ですよ。 

ボールプールをはじめとした多数のおもちゃも用意しています。 

広い部屋で、のびのび自由にお子さんを遊ばせませんか？ 

お母さんも、スタッフや他のお母さんたちとのおしゃべりで、日頃のストレスなどの解消にもな

りますよ。 

    
広い部屋でお子さんのペースで遊びができます。 

    
手作りボールプールで楽しく遊べます。箱を浮かべて船のようにして遊びます。 

    
いろいろなおもちゃで遊べますよ。 

「ちびっこ広場」は、こどもたちが自由に遊べる場です。そしてお母さんのリフレッシュの場

でもあります。気楽に遊びに来てくださいね。 

下有知ホームページのカレンダー、下有知団体からの活動報告に「ちびっこ広場」の  

開催日、遊びに来たお子さんの様子などを掲載していますのでご覧ください。 
 



 

 女性主体事業の紹介  
しもうちふれあいまちづくり協議会の構成団体で、女性が主体で活躍されている団体を紹

介します。 

各団体で、体験レッスン等の行事を計画しています。行事の詳細は別途チラシ・ホームペ

ージ等で案内いたしますので、多数の方の参加をお待ちしています。 

団体名 活動内容 開催日時 

 

チェアビクス 

体操 

 

寝たきり老人、認知症予防に！ 

椅子に座って、音楽にあわせて、エアロビクス。 

脳トレ、筋トレ、ストレッチ、アロマリラクゼーション。 

椅子が体を支えてくれるので、ひざ、あしにかかる負担

が小さく、安定感もあるので安全です。 

 

第１･３金曜日 

１９：３０～ 

 

げんき会 

健康体操 

立って行う体操だけでなく、座った姿勢や、寝転がった

状態で行う体操も、多く取り入れていますので、誰にでも

無理なく行うことができます。 

体操のほかにも、メンバーで休憩時におしゃべりしたり

することで親睦も深められ、身体の健康だけでなく、心のリ

フレッシュにも貢献しています。 

 

毎週木曜日 

１９：００～ 

 

えんど豆の会 

絵手紙 

季節の風物や、日々の暮らしの些細なことを描きます。 

作品の発表の場も設けていて、年に２回ほど作品展を

開催しています。 

下有知ふれあいクラブの活動にも協力しています。 

 

第２･４水曜日 

１０：００～ 

 

ポレポレ 

健幸教室 

健幸体操 

生活体力の維持、増進を目指し、安全で効果的に簡単

に続けられる体操です。 

また、認知症予防の為の脳トレも織り交ぜ、ゲームや手

遊びなども行います。 

楽しい時間を過ごす事を大切にしています。 

 

毎週木曜日 

１３：３０～ 

 

 しもうち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、平成３１年２月以降実施した活動を次のとおり報
告します。ご参加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。 

 野焼きを行いました   

２月２４日（日）に、生活・環境部会と各区の環境保全会共
催の野焼きを下有知地区一斉に行いました。 

下有知消防団にも見回り、残り火の始末等の協力をしてい
ただきました。 

今年は、天候にも恵まれ効率の良い野焼きが出来ました。 
野焼きは、害虫の駆除、火の不始末による枯草火災の防

止等に効果があります。 

 

http://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=8852


 

 防災研修会を開催  

２月１７日にしもうちふれあいまちづくり協議会と自治連
下有知支部合同の防災研修会を開催いたしました。 

岐阜県での地震災害の歴史と教訓 ~自分のために、
家族のために、地域のために~と題して 岐阜大学特任教
授 清流の国ぎふ 防災・減災センター長 杉戸真太先生
に講演を頂きました。 

参加者は、下有知区内の自治会長、ふれあいまちづくり
協議会の役員、そして地区内のみなさんで、ふれあいセン
ターのホールを埋め尽くすほどの参加を頂きました。 

下有知地区は、過去に内陸地震では我が国最大の「濃
尾地震」が起きており、また、昭和３０年代には、「伊勢湾
台風」と「第２室戸台風」が襲来し、甚大な被害をもたらして
います。いずれも古いことで記憶も薄くなっていますが、寺
田寅彦先生の言葉「災害は忘れた頃にやってくる」と言わ
れています。 

しもうちふれあいまちづくり協議会では、災害が起きた時
を見据えて、下有知全体を繋ぐ、全体で取り組む「防災計
画」を作成し、防災・減災の体制づくりが「喫緊」の課題と考えており、今回の研修会を参考
に進める事としています。 

 区民ボウリング大会を開催  
しもうちふれまち協議会健康・スポーツ部会の主管による区民ボウ

リング大会を３月9日関ボウリングセンターにおいて開催し、小学生
から80代のお年寄りまで、70名がゲームを楽しみました。 

開会式と平田会長などによる始球式の後ゲームが始まり、参加者は   
2ゲームを投げ、ストライクやスペア-をとったときなどは、拍手やハイタッチ
をするなど和気あいあいの中でゲームが進行していきました。 

ゲーム終了後表彰式を行い、優勝、準優勝、３位、飛び賞などの受賞者
に会長より賞品を授与しました。 

上位３名は次の皆さん 
優 勝  小林恭子さん   370点 
準優勝  篠田朋子さん  363点 
3  位  山田三根子さん 363点 (1ゲームの点数により)  

 第４回区民野球大会を開催  

しもうちふれあいまちづくり協議会主催、同協議会健康・スポーツ

部会と下有知体育委員会主管の下有知区民野球大会が、平成３１

年４月２７日から令和元年６月１日まで下有知中学校グランドにて、ナ

イターで行いました。 

今年度は、昨年と同じく１区、４区、５区、６区、７区、８区、１１区の

皆さんが熱戦を繰り広げられ、４区が昨年に引き続いて優勝されまし

た。準優勝は１区でした。 

入賞されました皆さんおめでとうございました。 

 

 

http://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=8852
http://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=8852


 

 下有知地域団体の活動紹介  
 

下有知地域の各区・団体等での活動の一部を紹介します。 

 わんぱく相撲大会関場所で団体優勝  
５月１９日（日）に、せきしん ふれ愛アリーナで、関青年会議所主催の第３４回わんぱく相

撲 関場所が開催されました。大会のテーマは、『真剣勝負 ～勝負の後の「ありがとう」～』

で、相撲を通じ礼儀礼節や取組を行った相手への感謝の気持ちを学んでいただく事業で

す。２５０名を超えるわんぱく力士が参加され、下有知小学校が団体優勝しました。 

個人入賞の皆さんは次の小学生です。（敬称略） 

山田 瑛太(えいた) 山田 恵哉(けいや) 服部 晶未(あみ) 山下 湊士(みなと)  

２年男子の部 優勝 ５年男子の部 三位 ４年女子の部 三位 １年男子の部 三位 

               

 

 

 

 

下有知の中学生も各種の大会で活躍しています。 

小学生時代には、わんぱく相撲で全国大会にも出場しています。（敬称略） 

服部 隼都(中学３年) 服部 公洋(中学１年) 

・中体連美濃地区大会 優勝 

・岐阜県中学生相撲優勝大会 団体優勝 
・岐阜県中学生相撲優勝大会 中学1年生の部 優勝 

・東海ブロック小学生相撲優勝大会 個人準優勝 

 

 関市消防操法大会に出場  
「第６４回関市消防操法大会」が、６月２日

中濃公設地方卸売市場で開催されました。 

下有知分団は、４月から２ヶ月にわたって練

習を続け、下有知全域、５つの班から選ばれ

た選手が、選手をサポートしてきた団員の想

いと共に、練習の成果を思う存分発揮しまし

た。 

写真は、競技終了後に写したもので、練習

どおりの競技を終えほっとしたところで、前列、

指揮者は杉村将宏さん、１番員は長尾史法さ

ん、２番員は小林優太さん、３番員は石井亮

多さん、４番員は纐纈正行さん、吸管補助員は堀達哉さんです。 

後列左から３人目が横山英俊分団長、その他市議とふれまちのメンバーです。 

 

 



 

 下有知地域の春祭り  
４月２０日(土)、２１(日)に下有知各地域および各神社で春祭りが開催されました。 

中組区(５区)では、獅子舞保存会と子ども会の共催で、恒例の演芸会を行いました。また

唐栗神社、八幡神社での神楽奉納(悪魔祓い)、新築家屋２軒での悪魔祓いを行い、地区

の安全を祈願し、併せて区民の親睦を図ることが出来ました。写真は演芸会の様子です。 

    
 

 下有知保育園うんどうかい ６月８日（土）に開催  
下有知保育園の特色あるぞう組のキッズダンスは、１５年目となりますが、今年も運動会の

オープニングで披露しました。 

未満児組・うさぎ組・パンダ組・ぞう組の園児の競技、そして未就園児・祖父母・保護者・

小学生のみなさんが参加する競技もあり、多くの皆さんが楽しく過ごしました。 

   
 

   

 お知らせ  

野口支部長が関市自治会連合会副会長に就任 
５月３１日、関市自治会連合会の総会が開催されました。 

自治会連合会は、関市内の１８支部に所属する５６５自治

会の連合会で、関市全域のコミュニティである自治会と行政

とを繋ぐ役割を担っています。 

本年は、役員改選の年で、下有知の野口支部長（写真左

から２人目）が副会長に就任されました。自治連は市役所庁

舎内に自治連室があるように、自治会と行政とが密接に関

わる組織でもあります。 

野口自治連副会長には、関市自治会連合会の役割も然ることながら、下有知の代表とし

て行政との連携を更に進めていただくことに期待したいものです。 
 



 

社会福祉協議会下有知支部からの 
「しもうち すくすくランド」開催のお知らせです 

今年度も、「すくすくランド」を年４回開催します。 

対象は、下有知地区未就園児の親子、そして妊婦さんです。たくさんのお友達と体操し

たり遊んだり、お母さん同士のフリートークも楽しむことができます。 

まだ１才になっていないけど参加できるかしら・・・と思うお母さんもいるかもしれませんが

大丈夫ですよ。フリートークで楽しみましょう。そして、ママ友をみつけましょう。また、保健セ

ンターから毎回保健師さんがスタッフとして参加してくださるので、子育ての不安、悩み、日

常の困りごとなど気軽に相談もできます。 

兄弟を連れて参加したいけど親が一人では大変だわ・・・と思うお母さんも大丈夫ですよ。

大勢のスタッフがお手伝いさせていただきます。 

皆さんお誘い合わせて参加して下さいね。 

 

すくすくランド 1 年間の予定です。 

第 1 回   6 月 13 日木曜日   「みんなあつまれ」 

第 2 回   9 月 12 日木曜日   「からだをうごかそう」 

第 3 回  12 月 12 日木曜日   「お・た・の・し・み」 

第 4 回  2020 年 3 月 12 日木曜日 「おおきくなったね」 

 

場所   下有知ふれあいセンター 

時間   １０：３０～１１：３０ 

対象   下有知地区未就園児の親子、妊婦さん 

持ち物  お茶、タオルなど必要に応じて 

参加費  １家族１００円 （保険、飲み物代等） 

事前申込は不要。当日お気軽にご参加ください。 

今から予定を入れて、楽しみにしていて下さいね。スタッフ

一同お待ちしています。 

 


