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地域文化の祭典 ここに！
10 月 26 日(土)・27 日(日)の両日、第 16 回下有
知ふれあい文化祭を開催しました。所狭しと会場
いっぱいに展示された作品、学校の場で育まれる
自主性や創造性、費やしたであろう努力の時間と
その成果は、見る者の心を豊かにしてくれます。
多くの参加者が災害や防災を考えるきっかけとな
りました。

新年明けましておめでとうございます。
下有知地区の皆さまには、令和に変わって、明るい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年、ふれあいまちづくり協議会の事業は、４月の野球大会に始まり、ふれあい祭りや文化祭、
山王山の登山等、計画しました事業に多くの方にご参加頂きました。特に、女性や、若い方を対象
にした事業により、各世代から多くの参加を頂くことによって、皆さんがふれあい、そして、ふれ
まちと繋がり、よりよい地域づくりに向けた活動になったと思っています。
一方、全国各地では台風被害や水害が多かった年であり、下有知でも台風の接近等で気をもむ事
が多い年でありましたが、災害を受けることにならず何よりでありました。
このような中、ふれあいまちづくり協議会として漸く下有知全体の防災訓練を実施することが
出来ました。安全安心部会と本部、自主防災会、自治会の協力、そして住民皆さんの参加を頂いて
何時起こるやもしれない災害に向けた取り組みを一歩進める事が出来たと考えています。特に、消
防下有知分団には実施の面で大きな役割を頂きました。ふれあいまちづくり協議会の目的であり
ます住民、団体相互の連携、協力によるものであります。
また、生活環境の改善に向けての行政への要望も、下有知を一つにまとめて２年目、一定の成果
を頂いています。
今後は、効率的な自治組織の連携もありますし、ふれあいセンター横の公園もこれからです。そ
して、ふれあいまちづくり協議会が発足してから４年が過ぎ、下有知地域振
興計画の計画期間の中程に入ります。まちづくりの方向、事業等についても
再度確認していく必要があります。そのためには、住民の皆さんと各種団体、
そして行政との緊密な連携を図って行くことと思います。
年頭にあたり、皆さま方のご健勝とご活躍をご祈念申し上げるとともに、
ご理解とご協力をお願いしてごあいさつといたします。
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
～掲載記事を募集しています～
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いきたいと考えています。つきましては、地区や団体で実施
している活動内容や会員募集、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（3～4 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）

「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。

関市長への要望活動を行いました～危険個所等の改善～
9 月 27 日に下有知地内危険個所の改善等についての要望書を関市長へ提出しました。今年度
は、昨年度からの継続分 33 件と新規分 44 件を要望しました。これを受けて、10 月 1 日に関市役
所土木課・農林課による現地確認があり、ふれあいのまちづくり協議会役員が同行し現場説明を
行いました。地域の課題は個人で解決することは難しく、地域で力を合わせなければならないこ
とがほとんどです。要望書は地域内で調整し、地域全体の共通課題として市へ提出するもので
す。今後は、この要望により課題の改善が図られるよう継続的に働きかけていきます。

下有知地区敬老会を開催しました
これまで、長きに渡って下有知をけん引されてみえました先輩の皆さまのご尽力に感謝し、ご
長寿をお祝いするため、本年度敬老会を 10 月 14 日(月)、美濃観光ホテルで２７２名の方々の参
加により開催しました。その席上、今年米寿を迎えられる方の代表に市長よりお祝いの品が贈呈
されました。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
による獅子芝居等が披露され、ご出席の皆さんは大変楽しそうに鑑賞され、歓談されました。参
加された皆さま、そして参加することができなかった皆さま、ご長寿誠におめでとうございまし
た。これからも益々お元気でお過ごしになられることをお祈りいたします。
【まちづくり協議会 福祉・子育て部会】

下有知ふれあい文化祭を開催
第 16 回下有知ふれあい文化祭を 10 月 26 日(土)・27 日(日)の両日、下有知ふれあいセンター
で開催し、多くの皆さんが来館されました。オープニングセレモニーでは、来賓のあいさつの後
「あいさつ・安全標語」の入選者の表彰が行われ、小学１年生から保護者の皆さんまで 23 名の
方が受賞されました。セレモニー終了後には、下有知中学校吹奏楽部の皆さんによる演奏と３年
生の皆さんによる合唱が披露されました。また、関有知高校書道部の皆さんによる書道のパフォ
ーマンスが行われ、特大の筆による見事な文字が書きあげられました。館内では、地域の皆さん
や地区内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、施設や、ふれあいセンターで活動されてい
る団体の皆さんの作品が展示され、大勢の来館者が熱心に鑑賞されました。この二日間で 500 名
以上の皆さんが文化に親しまれ、芸術の秋を楽しまれました。出品いただいた皆さま、来館され
ました皆さま、大変ありがとうございました。 【まちづくり協議会 文化・交流部会】

しもうち玉入れ大会で元気ハツラツ
第５回しもうち玉入れ大会を 11 月 3 日(日)に下有知中学校体育館で開催しました。今回は 38
チーム 217 名の参加があり、年齢等で区分けされた 3 クラスで競い合いました。今回から新たに、
各クラスの上位チームで競う「総合」も設けました。また、合わせてスポーツ体力測定が行われ 75
名の参加がありました。玉入れ大会の入賞チームは次のとおりです。
【ふれまち協議会 健康・スポーツ部会】
Ａクラス（小学生）
優 勝 レインボーガールズ
準優勝 太陽ＳｕｎＳｕｎ
３ 位
５ガールズ
Ｂクラス（70 歳以上、女性、60 歳以上の男性）
優 勝
サーティー・マウスＣ
準優勝 関ノ上フレンズＡ
３ 位
ドラゴンスネーク

Ｃクラス（中学生、59 歳以下の男性）
優 勝
関ノ上野球Ａ
準優勝
東志摩
３ 位
下有知中からちゃんズ
各クラス上位チームによる「総合」
優 勝
関ノ上野球Ａ
準優勝
下有知中からちゃんズ
３ 位
サーティー・マウスＣ

ゴミのないきれいな地域づくり

～クリーンアップで心もクリーンに～

11 月 10 日(日)地域内のクリーンアップ活動を行い、たくさんのゴミが下有知ふれあいセンタ
ーへ集積され、市のパッカー車で清掃センターへ運ばれました。今回は、青少年健全育成協議会
の親子ふれあいクリーンアップも行われ、通学路のゴミを親子で拾いました。地域の皆さま、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。
【まちづくり協議会 生活・環境部会＆自治連下有知支部】

ふれあい山王山登山を楽しみました～山王山を地域の遊び場・健康維持の場に～
11 月 16 日(土)、雲一つない登山日和の中、100 名ほどの家族連れ、友人同志でにぎわいまし
た。今回の登山は、「山王山」から回るコースと「まるまる山登山口」から回る二つのコースに
別れて行いました。まるまる山登山口から回るコースは、山王山登山道整備会の皆さんの整備に
より、高速道路の横を歩いて通過できる面白い登山道になっており、頂上付近からは下有知地域
の風景や遠くは御嶽山などまで見渡せます。今後は、ふれあい登山を通して、山王山が地域の遊
び場・健康維持の場となり、一人でも多くの方々に親しんでもらえたらと思います。山王山登山
道整備会の皆さんご協力ありがとうございました。
【まちづくり協議会 文化・交流部会】

花壇づくり

～憩いの場を花で飾ります～

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。今回は３区会
(4 区、6 区、8 区）が取り組み、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であり、この花壇づくりによって
更に地域の絆が深まることを期待します。
【まちづくり協議会 生活・環境部会】

ふれあいセンターの“すす払い”
１年間の汚れを落とし新しい年を迎えるために、12 月 22 日(日)、ふれあいのまちづくり協議
会役員が総出で、ふれあいセンターの大掃除を行いました。一年も経つと埃も蓄積しており普段
なかなか掃除することのできない屋根の軒や窓ガラス、照明器具などを念入りに磨き、ピカピカ
になりました。新年もセンターを利用される皆さんに気持ちよく使用していただけることと思い
ます。たくさんの皆さまのご利用をお待ちしています。

Shimouchi World Kitchen
今年度２回目となる「下有知ワールドキッチン」をふれまち協議会文化・交流部会主管で 12 月
22 日(日)に下有知ふれあいセンターで行いました。今回は、中国とベトナム料理の教室で、中国
の水餃子とベトナムの生春巻きづくりに挑戦しました。講師の中国出身の呉偉さんとベトナム出
身のグエン・ティ・ムオイさんから本場の作り方の指導を受け、参加者は真剣ながらも楽しそうに
調理をしていました。作り終えた後には、全員で試食をし、多数参加された中国とベトナムの方た
ちと交流を深め、有意義な時間を過ごすことができました。【まちづくり協議会 文化・交流部会】

「スポーツ振興に係る助成金」のご案内
しもうちふれあいまちづくり協議会では、地域の皆さんの一層のスポーツの振興と競技力の向
上を図るため、次のとおり助成金の交付を行っています。該当される方は、協議会事務局までお
申し出ください。助成対象、助成金額等は下表のとおりです。
助成対象者
オリンピック・世界大会及びこれに準ずる大会への出場
全国大会及びこれに準ずる大会への出場

助成金額
団体

（円）

個人

100,000

50,000

50,000

10,000

東海大会及びこれに準ずる大会への出場
30,000
5,000
※ただし、各大会とも助成金の対象は、団体は１大会、個人は２大会までとします。

下有知地域の各区・団体での活動の一部を紹介します。

関市無形文化財の獅子舞を上演

～第 64 回関市文化祭～

10 月 27 日(日)に
第 64 回関市文化祭
のイベントとして、
獅子舞大会が関市文
化会館大ホールで開
催され、下有知獅子舞保存会は、悪魔祓いと傾城阿波の鳴門[子分かれの段]を上演しました。今
年は三味線、歌謡浪曲との共催になり、刀舞連の松田一子さん(下有知 5 区)が長編歌謡浪曲「岸
壁の母」を熱唱されました。悪魔祓いの獅子舞は下有知中学校１年の八木悠太君が演じました。
獅子芝居の傾城阿波の鳴門[子分かれの段]では、巡礼が下有知小学校 3 年の横山もえさん、獅
子がお父さんの横山英俊さん(下有知７区)で、親子共演です。
獅子芝居は、文
楽や歌舞伎等から
取り入れた文化に
神楽独自の歌や振
り付けを組み合わ
せて生まれ、江戸時代に民衆の娯楽として広く親しまれるようになったようです。さらに、五穀
豊穣(ごこくほうじょう)や無病息災、商売繁盛を祈願する獅子舞が定着し、今日に至るまで受け継
がれてきました。関市の獅子舞（獅子芝居）は、郷土芸能として昭和 45 年 10 月に市の無形文化
財に指定されています。
【下有知獅子舞保存会】

曽代用水沿線ウォーキング

～はもみん・はつらつウォーキング～

11 月 17 日(日)、世界かんがい施設に登録された曽代用水をたどってウォーキングが行われま
した。120 名ほどの参加者が 3 班に分かれて曽代用水沿線のおよそ 8 ㎞を歩きました。
◆行程：水門⇒みちくさ館⇒立ヶ岩⇒段⇒松森⇒神光寺⇒井神社⇒曽代用水事務所
【主催：関市スポーツ推進委員会 ウォーキング委員】
【協力：曽代用水土地改良区 しもうちふれあいまちづくり協議会】

トピックス
アーチェリー全国大会 下有知小・中選手が躍動 ! !
アーチェリー全国大会を舞台に、下有知小・中学校の選手の皆さんが大活躍です。下有知小学
校体育館と中池公園アーチェリー場を拠点に活動する「セキアーチェリージュニアクラブ」に所
属し、日々練習に励んでみえます。2019 年度の主な大会記録は次の通りです。これまでの活躍と
今後の成長にみんなでエールを送りましょう。
◆第 14 回全日本小学生中学生アーチェリー選手権大会
三輪紗愛さん（中 3） 中学生女子 60m の部 予選 7 位
天野汐穏さん（中 1） 中学生男子 60m の部 出場
高井志道さん（小 6） 小学生男子 30m の部 1 位
後藤哲平さん（小 5） 小学生男子 18m の部 2 位
◆第 2 回全日本ゴールデンエイジカップアーチェリー大会
天野汐穏さん（中 1） 中学生男子 30m/18m の部 8 位
高井志道さん（小 6） 小学生男子 18m/12m の部 1 位(2020 年 GA 育成選手に選抜)
後藤哲平さん（小 5） 小学生男子 18m/12m の部 6 位
◆第 5 回小中学生全国通信アーチェリー大会
全日本アーチェリー連盟主
三輪紗愛さん（中 3） 60m 女子の部
5位
催で、強化合宿等の選手育
天野汐穏さん（中 1） 30m/18m 男子の部 1 位
成が行われます（本大会の
１～３位までを選抜）。
高井志道さん（小 6） 18m/12m 男子の部 1 位
後藤哲平さん（小 5） 18m/12m 男子の部 3 位

左側写真、左から高井志道さん、三輪紗愛さん、天野汐穏さん、後藤哲平さん

