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みんなが創作者!!～下有知ふれあい文化祭～ 
令和３年１０月２３日(土)・２４日(日)の両日、

第１８回下有知ふれあい文化祭を開催しました。若
い感性に引き込まれる Z 世代の作品たち、熟練世代
の技に驚かされたり癒されたり。コロナ禍によりイ
ベントは縮小されましたが、会場いっぱいに展示さ
れた作品は、見る者の心を豊かにしてくれました。  



２ 

まちづくり協議会会長 年頭あいさつ 

人の歩み、社会の進み 
 
 「早く行きたければ一人で進め、遠くまで行きたければみんなで進め。」という

ことわざが紹介されました。 

アフリカのことわざという説もあるし、イギリスの詩人の詩からとの説もあり、そ

の詩人の詩は、「最も早く到達する人は一人で行く者である。遅れる人を待つ

のはおろか」と内容はまるで違うといいます。 
 

 私たちの社会生活で、皆と一緒に進んでいくことがいかに重要であるかが、

今証明されています。しかも、その関りはとても広い範囲です。 
 

 昨年暮、下有知中学校の合唱祭が開催されました。 

 そのスローガンは、「輝く」で、新しい一人一人に出会うというものです。それ

は、新しい自分、新たな仲間の良さの気づきを目指したものでした。 

 各学級、各学年別に披露された合唱は、何れも素晴らしく、感動させられました。 

 そこには、皆で進む困難さ、それを克服していく素晴らしさがあったと思います。 
 

 新型コロナウイルスに影響を受けて、３年目になろうとしている今、私たちに投げかけられている課題の

多くは、一人では解決できないことばかりです。 
 

 こうした中であればこそ、合唱祭で見せてくれた素晴らしい体験を是非、社会に役立ててもらいたいと思

います。 
 

 しもうちふれあいまちづくり協議会が発足して６年が経過し、様々な活動を計画し、実施してきました。 

 この協議会は、自治会、区長会、その他の団体を包括し、全ての下有知区民がともに手を携えて進む

組織です。  

一人一人が最善を尽くし、皆が協力し合い、前に進んでいかなければなりません。 

皆様のご協力を切に願って止みません。 
 
今年も皆様にとって、素晴らしい年になることを心からお祈り申し上げます。 
 
 

                令和４年正月  

しもうちふれあいまちづくり協議会 会長 野口正人 

 
 

令和３年度市政功労者表彰を受賞された皆さんのご紹介 

 下有知地区受賞者の皆さんの、長年にわたる地域へのご貢献に感謝申し上げます。 
 
【教育文化功労】兼村靖子さん（多年、伝統文化の振興に貢献） 

【教育文化功労】松田幸彦さん（多年、伝統文化の振興に貢献） 

【社会福祉功労】杉村 徹さん（多年、民生委員児童委員として福祉の増進に貢献） 



３ 

 

～令和３年１０月１０日 竣工式典を開催～ 

 
下有知ふれあいセンター北隣に「下有知ふれあい公園」が完成し、地域の皆さん等が参加して

竣工式典が開催されました。下有知地区には若い世代の増加があり、子育て世代の皆さんからは

安全な遊び場である公園整備の要望が多くある中で、関市により整備が行われました。式典では

尾関市長や野口協議会長等が下有知保育園児と連れ立ってのテープカットや、下有知保育園年長児に

よるダンス等が披露されました。内覧が始まる頃には、待ちかねたように遊具で遊ぶ子どもたちの姿であ

ふれました。子育て中のお父さん、お母さんの情報交換の場に、また、高齢者の皆さんの憩いの場、散歩

やウォーキング中のひとときにと、楽しみ方はそれぞれです。是非日々の生活の一コマに加えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇場  所  下有知ふれあいセンター北隣 

〇公園面積  １,２３１㎡  

〇工  期  令和３年１月２１日 

          ～９月３０日 

〇主な設備  複合遊具、ブランコ、 

児童・幼児遊具、東屋、 

ベンチ、水飲み、園路、 

広場など 

 

          子どもたちの

遊びの場だけでな

く、ベンチの配置や

広い園路でのウォー

キングなど、見守る

家族の利用にも配慮

しています。年齢に

関係なく憩いの場と

なる素敵な公園が完

成しました                



４ 

 
 

「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。 

これまで、コロナ禍により多くの事業を中止せざるを得ない状況でしたが、今後のコロナ感染症

の早期の収束を願いつつ、下有知地区民が一体となった住みよい地域づくりを目指します。 

 

関市長への要望活動を行いました ～危険個所等の改善を要望～  
 
下有知地内における危険個所や舗装などの改善について令和３年９月３０日(木)に関市長へ要望書を

提出しました。今年度は新規、継続合わせて４０件を要望しました。このような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ため、改善要望は地域内で調整し、地域全体の共

通課題として市へ提出するものです。今後も、こうした要望活動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。 

                                            【まちづくり協議会 区長会】 
 

   
 

長良川鉄道沿線の草刈り～地域の長鉄の景観保全と踏切事故防止～ 
令和３年１０月３日(日)、しもうちふれあいまちづくり協議会、下有知１区・３区・４

区・５区・６区、長良川鉄道等の関係者が参加して、下有知地域内の長良川鉄道

沿線の草刈りを実施しました。地域と共に歩む長良川鉄道を沿線で支援するもの

で、景観の保全と踏切の見通し確保による事故防止を目指しています。参加して

いただいた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 生活・環境部会】 

   



５ 

第 18 回下有知ふれあい文化祭を開催  
  

令和３年１０月２３日(土)・２４日(日)、下有知ふれあいセンターにおいて第

１８回下有知ふれあい文化祭を開催しました。両日ともさわやかな秋晴れで

５００名近い方々においでいただきました。保育園、幼稚園、小学校、中学

校、高等学校、各福祉施設、個人の皆さまから多数の作品を出品いただき

ありがとうございました。また、ご来場をいただきました皆さまありがとうござい

ました。来年度は、例年通りアトラクションや喫茶コーナーなど楽しい文化祭

が開催できることを願っています。 

【まちづくり協議会 文化・交流部会】 

 

  

 

下有知危機対策会議 防災訓練を実施  

 

しもうちふれあいまちづくり協議会では、災害等発生時に下有知住民

の安全と安心を確保することを目的とした危機管理マニュアルを策定し

ました。このマニュアルでは、協議会会長を最高責任者とする「危機対

策本部」を中核的組織と位置づけ、必要に応じて各区代表を含めた

「危機対策会議」を招集することとしています。下有知地区全体を対象

とした防災訓練は一昨年に実施して以来、コロナ禍により中止としてい

ますが、今年度は令和３年１０月２４日(日)に危機対策会議による情報伝達訓練と危機対策本部の参集訓

練を行い、災害時の助けとなる防災倉庫内物品の点検と、鍵の保管についての確認等を行いました。 

【まちづくり協議会 危機対策会議 / 安全・安心部会】 

   

https://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=10366
https://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=10366
https://shimouchi.jp/xoops/uploads/wp-content/uploads/2021/10/IMG_0561.jpg


６ 

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～ 

令和３年１１月７日(日)下有知地区全域でクリーンアップ活動を行い、

各地区で拾われたたくさんのゴミが下有知ふれあいセンターへ集積さ

れました。今回も青少年育成協議会の親子ふれあいクリーンアップが同

時に行われ、通学路のゴミを親子で拾いました。クリーンアップ活動に

参加していただいた方々、ご協力ありがとうございました。今後もゴミの

ポイ捨て禁止、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】 

    

 

花壇づくり ～つどいの場に憩いを～  
 
地域住民の生活、環境の向上を目指して、花壇等の整備事業を進めています。今回は３つの区会(４

区、６区、８区）が取り組み、中央集会場、重竹公民センター、上切公民センター、東志摩南宮神社の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。地域の子どもから高齢者まで多くの皆さんが集い

交流する場を花で飾ることで、みんなの絆が更に深まることが期待されます。                                              

【まちづくり協議会 生活・環境部会】 

    

                        

 
４区          ６区           ８区 

https://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=10460


７ 

チャレンジ!! カローリング  ～講習会により始動～ 

しもうちふれあいまちづくり協議会では、今年度から新たなスポーツレクリエーションとしてカローリング

に取り組んでいます。カローリングは冬季オリンピックなどでおなじみのカーリングを、もっと手軽に室内で

も楽しめるように考案されたスポーツです。まずは皆さんに基本的なルールやスコアーの付け方、試合で

の戦略などを覚えてもらおうと、令和３年９月２６日（日）、１１月２８日（日）、１２月９日（木）の３日間講習会

を開催し、３３名の皆さんに参加してもらいました。３回の講習会後には試合もできるようになり、また高得

点が続出するなど成果の多い講習会とすることができました。参加者からは「体力がなくても楽しく出来た」

「試合で何処へ投げるか戦略が必要で駆け引きが面白い」「皆とワイワイ、ガヤガヤとやれて気分爽快だ

った」「教室を続けてほしい」などの感想が聞かれ、皆さんに楽しんでいただけたようです。このため今後

は、参加者が主体的に運営するカローリング教室（参加者が会場づくり、試合運営など）として継続するこ

とになり、関市が開催する「チャレンジ!! ザ スポーツ」への参加を目指しています。また、まちづくり協議会

事業として「下有知三世代カローリング大会」や「カローリングしもうちカップ」を開催することとしました。 

カローリングにチャレンジしてみませんか！ 皆さんの教室への参加をお待ちしています。 

【まちづくり協議会 健康・スポーツ部会】 

     

山王山登山に１２０人が参加 ～富野地区との交流も～ 

山王山～まるまる山～松尾山とつながるこの山並みは独立峰で、山頂からは街並みや高速道、そして 

美しい長良川が手に取るように見えます。自然林に囲まれた四季の自然を感じながら歩き、楽しさを味 

わいながら運動できる絶好の場所です。この度、令和３年１１月２１日(日)に子供から大人まで約１２０人

が参加して山王山登山を行いました。しもうち登山口～山王山休憩所～まるまる山休憩所～長良川展望

所～岩場休憩所～まるまる山登山口を巡るコースを４グループに分かれての登山でした。また初めての

試みとして富野地区との交流を行いました。これは富野地区にも歴史遺産を有する本城山登山道がある

ことから、お互いの登山道の魅力を体感することにより、登山道を活用したまちづくり活動を双方が高めよ

うとするものです。１２月５日(日)には下有知地区代表３名が本城山登山に参加し、頂上からは名古屋の

ツインタワーを確認することができました。今後とも、ふれあいまちづくり協議会や山王山登山道整備会

の活動にご参加、ご協力をお願いします。               【まちづくり協議会 文化・交流部会】 

    

https://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=10366
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８ 

 しもうちゴルフ大会を開催 ～ナイスショットでコロナを打ち抜こう～  

 
第 7回しもうちゴルフを美濃関カントリークラブにおいて、令和３年１１月２４日（水）に開催ました。 

当日は少し寒い天気でしたが２９名が参加し、和気あいあいとプレーを楽しみました。 

入賞された皆さんは次のとおりです。 

優勝  丹羽 ひろ子さん    準優勝  小林 恒夫さん    ３位  平田 喜好さん 
 

【まちづくり協議会 健康・スポーツ部会】 

     

 

下有知地区敬老会 ～記念品をお渡ししました～ 

  
これまで、長きに渡って私たちの下有知地区を守り抜き、発展を導い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、７６歳以上の７２９名の皆さまに記念品をお渡ししました。本来であ

れば会を催し楽しくご歓談いただきたいところでしたが、コロナ禍によりかなわず記念品のお渡しに替えさ

せていただきました。なお、敬老会開催の財源となる関市敬老事業補助金の基準が見直され、補助事業

内容や補助額、対象者等の変更が行われました。変更内容は下記のとおりです。 
 

≪変更点１≫ 敬老会を開催せず、記念品のみを配る場合も補助対象になりました。 

≪変更点２≫ 補助額 

          ・敬老会が実施され、参加した対象者１人あたり・・・２，７００円⇒３，０００円 

          ・記念品のみを受け取った対象者１人あたり・・・１，５００円 

≪変更点３≫ ・対象者 

今年度は、７６歳以上の方が対象です。 

（毎年１歳ずつ繰り上げ、５年後の令和７年度には８０歳以上となります） 

【まちづくり協議会 福祉・子育て部会】 

                       

 
記 念 品 に
合 わ せ て
保育園・小
学 校 等 の
子 供 た ち
の 絵 を 届
けました 

 

https://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=10142
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９ 

ふれあいセンターの年末大掃除～みんなの施設を大切に～    
令和３年１２月２６日(日)、下有知ふれあいセンターの大掃除を行いました。 

まちづくり協議会役員で１年間の汚れを落とし新しい年を迎えるために、軒、

窓ガラス、照明器具などを念入りに磨き、敷地内の雑草も刈取りきれいになりま

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。たくさんの方のご利用をお待ちしています。【まちづくり協議会】 

    

開催日が決定している２月以降の行事予定 
※ 新型コロナウイルス感染拡大状況により変更・中止となる場合があります。 
 

行事名 開催日 場所 

ちびっこ広場 どんぐりさんがやってくる!! ２月 ３日(木) 下有知ふれあいセンター 

三世代カローリング大会 ２月１９日(土) 下有知中学校体育館 

ボウリング大会 ２月２６日(土) 関ボウリングセンター 

野焼き ２月２７日(日) 各地域 

カローリングしもうちカップ ３月１３日(日) 下有知中学校体育館 
 
 

∬∬∬∬ お 願 い ∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

生け垣等植栽の適正な管理にご協力ください !! 
道路に面した生け垣等の植栽が、道路をふさいでいる箇所が見受けら

れます。車両通行の支障になるだけでなく、歩道や通学路に接している

場合には人身事故につながる危険性もあります。はみ出しが原因で事故

等が発生した場合には、所有者が責任を問われることもありますので、所

有の生け垣等の植栽について改めて点検いただき、下記のような適正な

管理にご協力くださるようお願いします。 

➀生け垣の植栽…道路側溝等境界からはみ出した樹木の伐採 

②低ブロック塀の上の植栽…低ブロック塀から所有地外へはみ出した樹木 

の伐採 

③石積みの上の植栽…石積みから所有地外へはみ出した樹木の伐採 
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下有知地域の各区・各団体による活動を紹介します。 
 

自主防災会防災訓練を開催 ～地域を災害から守るために～  
 コロナ禍により集合による防災訓練を実施することができなくなりました。各区自主防災会で

は三密を回避した手法を工夫し、災害に備えてそれぞれの防災訓練を実施しました。 

１区自主防災会では３６名の参加により避難訓練を実施。３区自主防災会では、いしがみ公民

センターへの参集訓練を役員１５名の参加により実施。４区自主防災会では「わが家は大丈夫！」

と黄色タオルを掲げる安否確認を全自治会で、また体制の整った自治会ではショートメール・ラ

イン等による安否確認も行い、区全体の安否確認状況を集約する訓練を実施。１１区自主防災会

では避難時等に必要となる防災備蓄倉庫の確認を役員により行いました。 

【各区自主防災会】 

 

 

   

山王山登山道を PR ～関市社会福祉協議会くらし・まるごと支援センターが視察～ 

関市社会福祉協議会 くらし・まるごと支援センター等の皆さんが、登山を通じた社会参加を目的に視

察をされました。令和３年１１月５日(金)には山王山、四国８８箇所石仏巡り、まるまる山、長良川展望地、

松尾山、小瀬遊歩道などの登山コースについての机上説明を行い、１１月１４日(日)には７名が登山に参

加されました。山王山から松尾山までの登山の中で、石仏群や群生する３種類のツツジなどに興味深く親

しまれました。山王山山頂から見る景色は紅葉が絶景で、御嶽山や恵那山なども眺めることができ感動さ

れたようです。また、山頂でのコーヒーは普段と一味違う味わいがあったようです。         

【山王山登山道整備会】 

 

https://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=10286
https://shimouchi.jp/xoops/modules/xpress/?p=10538
https://shimouchi.jp/xoops/uploads/wp-content/uploads/2021/11/IMG_0314-1200.jpg
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リサイクル推進事業に関しての取り組み ～ごみの分別、不法投棄防止～ 

   

『資源を大切に』 をテーマに、1 区自治会

ではリサイクル推進事業に積極的に取り組ん

でいます。指定日には各自治会のみなさまに

協力いただき、ゴミステーションに案内を設置

しています。可燃ごみ、リサイクル可能なごみ

は指定日ごとに案内を出しています。 

また、ルールを守らない方への対策として、

看板での案内、進入防止、ステーションの施錠を実施しています。実施前はルールを守らない方や、他の

地域からの不法投棄もありましたが、最近はきれいで、わかりやすいゴミステーションに変わりました。 

公園美化作業 ～明るく元気な子供たちのために～ 
 

 

 

 

 

 

1 区の自治会では、毎月第 2 日曜日に水ノ輪公園の美化に取り組んで

います。 

公園内のゴミ拾い、草刈り、周辺道路の清掃など、自治会のみなさまのご

協力のおかげでいつもきれいな公園が保たれています。 

 

溝ざらえ作業を行いました ～地区住民からの要望～  
 

３区では、令和３年１０月３０日（土）に、かねてより地

区住民から要望が多かった昭和用水（曽代用水の横を

流れる側溝）の溝に溜まっている泥の撤去を関係者で

実施しました。泥は業者に収集してもらいきれいになりま

した。 



1２ 

 

 

自治会に加入しましょう！～安全と安心 みんなの暮らしを支えます～  

 

●私たちの住む地域をより良くするためには、自分たちで地域のことを

考え、みんなで協力しあうことが大切です。 

●災害などの非常時には、自治会や近所の助け合いが多くの命を守り、

困っている人への手助けとなります。阪神淡路大震災では救助された

人の８割が家族や近所の人によって助けられたといいます。また東日

本大震災での自治会対応の事例からも普段の付き合いが心強い支え

になることが学べます。 

●自治会での活動やご近所付き合いは、なんとなくわずらわしいと感じ

ている方もあると思いますが、日ごろの近所づきあいが生活に安全と安

心を与えてくれます。自治会活動に参加することで問題の解決や交流

が生まれ、住みよい快適な生活につながります。 
 

～まずは、できることから自治会活動に参加してみませんか？～ 
 

≪自治会の主な取組等は…≫ 

●災害時の支援…地震等の災害に備えた非常食や水の備蓄、防災備品保有や防

災訓練の実施により、安全対策と地域の助け合いを進めています。 

●環境の美化…ゴミ集積場の設置と管理、草刈りや側溝清掃などにより生活 

地域の美化を進めています。 

●子育て…子ども会活動や通学路の安全確認、夏まつり等を行ってい

ます。 

●関市では、自治会に対する自治会コミュニティ活動奨励金、自治会

活動保険等を通じて、自治会活動に安心して参加できる環境が整えら

れています。 

 

≪自治会に加入するには…≫ 

●自治会長や近所の方に、また共同住宅の場合は管理会社や大家さんにお尋ねください。 

●上記によっても所属自治会がわからないときなどは、市役所市民協働課にお尋ねください。 

 

 

 

  

 

 

 

 


