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ふれまち協議会等、各種活動はじまる!! 

 新型コロナウィルスの感染による行事等の見送りが続

いていたのが、用心しながら徐々に再開されてきつつあり

ます。下有知においても、今年に入り実施された活動がい

くつかあります。元通りには程遠いですが、スポーツや交

流活動に親しみ、楽しむ輪（和）が再び広まることを期待し

ております。計画・準備など、活動に骨折られる皆様のご

苦労に感謝申しあげます。 

 



② 

 
会長あいさつ  

自他共栄（じたきょうえい）     

柔道の創始者、喜納治五郎師範が説いた「精力善用、自他共栄」の精神です。

武道で修養した精神や体力を、世の中に有用に活用し、その上で世界の人たちと

ともに発展していくことが大切であるというものです。 

嘉納治五郎師範が、ある艦上で体格をはるかに上回る外国人から手ほどきを求

められ、投げ飛ばした際に相手の体をかばったことを機に、大きな尊敬の念を得た

という話があります。世界は今、新型コロナウイルス感染対策の最中、他国への侵略を図り、尊い人命を貶

めています、何たることでしょうか。私たちは、永い時間をかけて進化し続けてきました。そこには争いの歴

史もありますが、より良き方向に進化していかなければなりません。 

身近なところに切り替えてみますと、今、自治会に加入する世帯が少なくなってきています。それは、生

活環境の変化もさることながら、自分を優先すること、又は、自分達だけを優先することにその要因がある

のではないでしょうか。 

今年度から、しもうちふれあいまちづくり協議会と関市自治会連合会下有知支部、そして、これまで受け

継がれてきた下有知区長会の役割分担を統合し、一つの組織にしていく試みを始めました。情報化の進

展は著しく、誰もがスマートホンを所有し、多くの情報が得られる時代になってきました。こうした中、情報

の一元化が求められています。その目的は何か、災害対策です。自然災害で想定される水害、土砂崩れ、

そして、地震です。加えて、緊急的に対処しなければならない事態への対応です。 

これまで当たり前だと思っていた生活が、続けていけるよう、危機管理意識を持たなければなりません。 

単に自治会への加入について、メリット、又は、デメリットという観点から議論されている場合があります

が、誰を基準にして判断するのか、自分だけなのか、自他ともども判断するのか、結果は必ずしも一致しま

せん。 

最小単位である個人、家族、親戚、近所、地域、そして、市町村、県、国、世界、更には宇宙と広がって

いきます。 

今回の試みは、情報共有で、その目的は防災対策です。安全安心な社会づくりを目指し、共に進んで

いきたいと思います。  

       令和４年 7 月 1 日 
                            

 しもうちふれあいまちづくり協議会 会長 野口正人 
 

 

掲載記事を募集 ～地域の情報を皆さんにお伝えしています～ 

皆さんの地区や団体で実施している活動内容、地域の魅力や宝物、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。 
 
※掲載の有無や時期は、関係組織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） 



③ 

令和 4年度 しもうちふれあいまちづくり協議会委員は次の皆さんです。 
会長 ○野口正人（自治連下有知支部長） 監  事 ○三輪勝博（民生・児童委員長） 

副会長 ○横山伸治（自治連下有知副支部長） 監  事 ○奥村竜雄（区代表） 

総
務･

自
治 

部会長 ○山田  透 副部会長 ○松田和彦   12 名 

部会員 

平田  尚 前部会長   奥村竜雄 区代表   

狩野  慧 区代表   須田直美 チェアビクス代表 

平田一郎  〃   平田みつ子 ひまわり会代表 

上島康明  〃   森  雪絵 ポレポレ健幸体操代表 

大塚秀幸  〃         

桑谷昌世  〃         

安
全･

安
心 

部会長 ○池村宏行 副部会長 ○篠田  進   12 名 

部会員 

美濃羽伸一 前部会長   三輪裕章 下有知消防団   

長瀬  実 区代表   堀登志男  〃   

近松  勝  〃   山田  勝 交通安全協会   

石原照和 下有知消防団   渡邉憲太 小学校 PTA     

○川崎智明  〃   大野智秋 中学校 PTA     

福
祉
・子
育
て 

部会長 ○塚本義彦 副部会長 ○波多野悟   13 名 

部会員 

勝本典子 前部会長   三輪  敬 民児協   

三輪  満 区代表   西村五月 福祉委員   

下條由美子  〃   安部  貴 ハートフル   

○塚原茂雄 社協   高井美晴 日赤奉仕団   

三輪勝博 民児協   福井茂美 地域包括センター   

八木美枝子  〃         

生
活･

環
境 

部会長 ○塚原幸治 副部会長 ○山田浩治   11 名 

部会員 

今井邦夫 前部会長     三輪茂之 農事改良組合   

福井貞彦 区代表   武藤哲夫 修徳会   

小林徳彦  〃   森ともみ 小学校 PTA     

奥田淳司  〃     増井陽介 中学校 PTA     

○今宮俊朗 土木水利委員         

健
康
・ス
ポ
ー
ツ 

部会長 ○山田富夫 副部会長 ○三輪智成    17 名 

部会員 

三輪幸博 前部会長   松田紗和 体育委員   

横山浩和 スポーツ推進委員 大家和也  〃     

村井峰男  〃     尾口文良 スポーツクラブ   

塚本敬太 小学校 PTA     池村昭浩  〃     

近松美幸 中学校 PTA   山藤  寿  〃     

佐藤朋子 健康推進委員   八代  努  〃     

古田安明 体育委員         

小林由和 体育委員   纐纈  明 顧問   

文
化･

交
流 

部会長 ○平野宏明 副部会長 ○平田勝美   15 名 

部会員 

高井寿博 前部会長   清水尚仁 小学校 PTA   

岡田俊則 区代表   横山英俊 獅子舞保存会   

河合秀樹  〃     八木敬二 保育園保護者会 

加門みどり 中学校 PTA   タパまどか 推薦   

中村直美  〃           

山路明美  〃           

小島祐治 小学校 PTA          

平田明久  〃     八木博男 顧問   

財
務
・管
理 

部会長 ○天野善一 副部会長 ○三輪節夫          7 名 

部会員 

平野  清 前部会長         

古田美佳 事務局         

村井浩美  〃           

山口正二  〃     平田幹司 顧問    

     

○は企画運営委員会委員 

  

  

  89 名 



④ 

④ 

令和 3年度しもうちふれあいまちづくり協議会の収支決算を報告します。 
（令和 3年４月１日～令和 4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） （Ａ）－（Ｂ） 

１．事業収益 12,245,000 10,885,070 1,359,930   

（１） 一般事業 2,900,000 2,000,830 899,170       

  ① 推進費 1,500,000 1,491,830 8,170  一世帯当たり 1,000 円 

  ② 推進協力金 1,000,000 480,000 520,000 事業主、アパート･マンション管理者等 

  ③ 売上金 350,000 0 350,000 ふれあい祭りの売上   

  ④ 参加費 50,000 29,000 21,000  ゴルフ大会の参加費 

（２） 交付金事業 4,670,000 4,263,500 406,500       

  ① 地域委員会交付金 3,170,000 3,170,000 0  市民協働課 

  ② 敬老会交付金 1,500,000 1,093,500 406,500  高齢福祉課 

（３） 委託金事業 4,675,000 4,620,740 54,260   

  ① 指定管理料 4,075,000 3,980,000 95,000  市民協働課 

  ② 利用料 600,000 640,740 -40,740  施設利用料、冷暖房費 

２．事業外収益 946,355 752,397 193,958   

（１） 雑収入 706,355 512,397 193,958  用紙・印刷代等 

（２） 事務委託費 240,000 240,000 0  下有知支部社協   

３．繰越金 2,502,645 2,502,645 0       

   前年度繰越金 2,502,645 2,502,645 0   

収入合計 15,694,000 14,140,112 1,553,888       

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 
（C） （Ｄ） （Ｃ）－（Ｄ） 

１．事業費用 13,945,000 10,971,591 2,973,409   

（１） 管理費 6,500,000 6,373,094 126,906   

  ① 賃金 3,860,000 4,016,424 -156,424 雇用・労災保険を含む 

  ② 通信費 120,000 77,444 42,556 電話・葉書・切手代等 

  ③ 図書･研修費 30,000 38,600 -8,600 新聞代等     

  ④ 電気料 700,000 716,371 -16,371   

  ⑤ 水道料 50,000 37,191 12,809   

  ⑥ ガス代 30,000 23,636 6,364   

  ⑦ 修繕費 200,000 39,688 160,312   

  ⑧ NHK・CATV 受信料 100,000 90,686 9,314   

  ⑨ 保守点検料 310,000 305,580 4,420 消防設備・自動ドア・空調設備の保守点検費用 

  ⑩ 保険料 95,000 94,800 200 公民館保険 

  ⑪ 事務機借上料 565,000 513,495 51,505 コピー機リース代等 

  ⑫ 消耗品等 440,000 419,179 20,821 トナー・インク・用紙等の事務用品 

（２） 事業費 7,445,000 4,598,497 2,846,503       

  ① 区長会 1,500,000 976,154 523,846 各区事業への助成、地域開発に係る費用等 

  ② 総務・自治部会 660,000 593,960 66,040 広報発行、ホームページ運用等の費用 

  ③ 安全・安心部会 580,000 117,530 462,470 防災訓練の費用、災害時の支援等 

  ④ 福祉・子育て部会 2,235,000 1,593,343 641,657 敬老会、三世代ふれあい広場等の費用 

  ⑤ 生活・環境部会 330,000 142,505 187,495 クリーンアップ、長鉄沿線草刈り等の費用 

  ⑥ 健康・スポーツ部会 660,000 690,636 -30,636 山王山整備事業、玉入れ大会等の費用 

  ⑦ 文化・交流部会 1,130,000 308,097 821,903 ふれあい祭り、 ふれあい文化祭等の費用 

  ⑧ 財務・管理部会 230,000 137,472 92,528 会議費、ふれあいセンター管理費等 

  ⑨ 雑費 120,000 38,800 81,200 祝儀、会費等 

２．事業外費用 1,749,000 1,498,370 250,630   

（１） 助成金 1,000,000 875,000 125,000 消防団・社協・青少年育成協等 

（２） 予備費 749,000 623,370 125,630 交付金返還分 

支出合計 15,694,000 12,469,961 3,224,039   

 



⑤ 

令和 4年度しもうちふれあいまちづくり協議会の収支予算が決まりました。 
（令和 4年４月１日～令和 5年 3月３１日） 

収入の部           単位：円 

科   目 
本年度予算額 前年度予算額 比較増減 

備     考 
（Ａ） （Ｂ） （A）－（B） 

１．事業収益 11,554,000 12,245,000 -691,000   

（１） 一般事業 2,830,000 2,900,000 -70,000       

     ① 推進費 1,500,000 1,500,000 0 一世帯当たり 1,000 円 

     ② 推進協力金 1,000,000 1,000,000 0 事業主、アパート・マンション管理者等 

     ③ 売上金 300,000 350,000 -50,000 ふれあい祭りの売上   

     ④ 参加費 30,000 50,000 -20,000 ゴルフ大会の参加費 

（２） 交付金事業 4,370,000 4,670,000 -300,000       

  ① 地域委員会交付金 3,170,000 3,170,000 0 市民協働課 

  ② 敬老会交付金 1,200,000 1,500,000 -300,000 高齢福祉課 

（３） 委託金事業 4,354,000 4,675,000 -321,000   

  ① 指定管理料 3,682,000 4,075,000 -393,000 市民協働課 

  ② 利用料 672,000 600,000 72,000 施設利用料、冷暖房費 

２．事業外収益 758,849 946,355 -187,506   

（１） 雑収入 518,849 706,355 -187,506 用紙･印刷代等 

（２） 事務委託費 240,000 240,000 0 下有知支部社協   

（３） 繰入金 0 0 0 特別会計からの歳入   

３．繰越金 1,670,151 2,502,645 -832,494       

   前年度繰越金 1,670,151 2,502,645 -832,494   

収入合計 13,983,000 15,694,000 -1,711,000       

支出の部           単位：円 

科   目 
本年度予算額 前年度予算額 比較増減 

備     考 
（C） （D） （C）－（D） 

１．事業費用 12,755,000 13,945,000 -1,190,000   

（１） 管理費 6,656,000 6,500,000 156,000   

  ① 賃金 4,117,000 3,860,000 257,000 雇用・労災保険を含む 

  ② 通信費 70,000 120,000 -50,000 電話・葉書・切手代等 

  ③ 図書･研修費 50,000 30,000 20,000 新聞代等     

  ④ 電気料 800,000 700,000 100,000   

  ⑤ 水道料 40,000 50,000 -10,000   

  ⑥ ガス代 40,000 30,000 10,000   

  ⑦ 修繕費 200,000 200,000 0   

  ⑧ NHK・CATV 受信料 93,000 100,000 -7,000   

  ⑨ 保守点検料 320,000 310,000 10,000 消防設備・自動ドア・空調設備の保守点検費用 

  ⑩ 保険料 96,000 95,000 1,000 公民館保険 

  ⑪ 事務機借上料 530,000 565,000 -35,000 コピー機リース代等 

  ⑫ 消耗品等 300,000 440,000 -140,000 トナー・インク・用紙等の事務用品 

（２） 事業費 6,099,000 7,445,000 -1,346,000       

  ① 総務・自治部会 860,000 660,000 200,000 広報発行、ホームページ運用等の費用 

  ② 安全・安心部会 390,000 580,000 -190,000 防災訓練の費用、災害時の支援等 

  ③ 福祉・子育て部会 1,731,000 2,235,000 -504,000 敬老会、三世代ふれあい広場等の費用 

  ④ 生活・環境部会 780,000 330,000 450,000 クリーンアップ、長鉄沿線草刈り等の費用 

  ⑤ 健康・スポーツ部会 910,000 660,000 250,000 山王山整備事業、玉入れ大会等の費用 

  ⑥ 文化・交流部会 1,180,000 1,130,000 50,000 ふれあい祭り、ふれあい文化祭等の費用 

  ⑦ 財務・管理部会 180,000 230,000 -50,000 会議費、ふれあいセンター管理費等 

  ⑧ 区長会 0 1,500,000 -1,500,000       

  ⑨ 雑費 68,000 120,000 -52,000 祝儀、会費等 

２．事業外費用 1,228,000 1,749,000 -521,000   

（１） 助成金 972,000 1,000,000 -28,000 消防団・社協・青少年育成協等 

（２） 繰出金 0 0 0 特別会計への歳出   

（３） 予備費 256,000 749,000 -493,000 交付金返還分 

支出合計 13,983,000 15,694,000 -1,711,000   
 



⑥ 

 
部会事業一覧                    ※総会時、期日が示されたものは「 / 」で記載  例…○総会 5/8  

 
 
※ 予算及び事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により変更となる場合があります。      

新年度予算 ワンポイント❣ 
＜Q＞一世帯当たり 1,000 円を拠出する「推進費」の使途は？ 

＜A＞皆さんから拠出いただく貴重な推進費は、主に皆さんの日々の生活に関わる下有知地区各

種団体への助成金として活用させていただいています。（下表参照） 

助成金 助成団体 

972 千円 
(推進費 150 万円の内) 

社会福祉協議会、青少年健全育成協議会、土木水利委員会、スポーツ推

進委員会、健康推進委員会、消防団、遺族会、スポーツクラブ、 

修徳会、スポーツ少年団、ふれあいクラブ 

令和 4年度 しもうちふれあいまちづくり協議会事業計画 

月 
財務・ 

管理部会 

総務・ 

自治部会 

安全・ 

安心部会 

福祉・ 

子育て部会 

生活・ 

環境部会 

健康・ 

スポーツ部会 

文化・ 

交流部会 

４ 
     〇ボウリング大

会 4/23 
 

５ 
〇総会 
 5/8 

   〇クリーン
アップ 
 5/29 

〇スポーツテス
ト 5/15 

 

６ 

 〇広報発行   〇第１回長
良川鉄道沿
線の草刈り 
 6/19 

〇グラウンドゴ
ルフ大会 

 6/5 

〇自生竹を
利用した家
族物づくり
体験 中止 
 

７ 
  〇災害避難カ

ード地区勉
強会 7/11,19 

〇三世代ふれ
あい広場 

  7/31 
 

〇親子クッキン
グ（レシピ配
布） 

 

８ 
      〇ふれあい

祭り 中止 

９ 
  〇下有知 

防災訓練 
   〇異文化交

流料理教
室 

１０ 

 〇広報発行 

 

 

 

〇関市防災
訓練時の避
難 ・情報収
集訓練 10/30 

〇敬老会 〇第 2 回長
良川鉄道
沿線の草
刈り 10/2 

〇カローリング
大会 10/15 
 

〇ふれあい 
文化祭 

10/22,23 

１１ 
    〇クリーン

アップ 
 11/13 

〇玉入れ大会 
 11/6 

〇ゴルフ大会 

〇ふれあい
山王山登
山 11/20 

１２        

１        

２ 
〇合同研修
会 

〇広報発行 〇交通安全 
講習会 

 〇野焼き   

３        

その他 

事業 

〇企画運営
委員会 
(毎月) 
〇ふれあい
センター維
持管理 

〇自治組織 
体制整備 

〇自治会加 
入促進 

〇女性事業 
〇情報発信 

〇防犯防災 
〇交通安全 
〇災害避難カ
ード自治会
単位勉強会 

〇高齢者が集
う場づくり 
〇子育て支援 
〇ちびっこ広場 
(毎月開催) 
〇ふれあい 
教室 

〇花壇整備
等の助成 

〇山王山の 
整備 

〇山王山ウォ
ーキングコー
スの維持・管
理 

 



⑦ 

しもうちふれあいまちづくり協議会活動報告 

 どんぐりさんがやってくる   ～ 福祉・子育て部会 ～    

２月３日（木）に、福祉・子育て部会の開催で「おはなし広場 どんぐり」 の皆さんが、下有知ふれあい 

センターへみえました。 

てあそび・絵本の読み聞かせ・人形劇など、子ども達と楽しい時間を過ごしました。 

コロナウィルスの低年齢層への感染が報じられ、外出もためらうなかでしたが、親子共々２０名の参加が

ありました。 

  

  

  

  

  

カローリングしもうちカップ ～健康スポーツ部会・スポーツ推進委員～    

３月１３日(日)、カローリングしもうちカップを下有知中学校体育館にて開催しました。 

以前のカローリング講習会が好評で、今回のしもうちカップも皆さんに楽しんでいただけたようです。 

２５名が参加し、２リーグに分かれ和気あいあいと対戦できました。 

各リーグの優勝は、平田まゆみさん、高井美晴さん、佐野昌樹さんのチームと池村宏行さん、平田一郎

さん、山田賢司さんのチームでした。 

 

 下有知ボウリング大会 ～健康スポーツ部会・下有知スポーツクラブ～    

４月２３日（土）に下有知ボウリング大会を関ボウリングセンターで開催しました。 

令和元年度から３年度まで新型コロナウィルスの感染拡大が続き、止む無く大会を中止していましたが、

４年ぶりに開催しました。久しぶりの大会を心待ちにしていた方も多く、４７名の方がマスクを着用しながら

和気あいあいとプレーされ、ストライクが出るたびにあちこちで大きな拍手が湧いていました。  

 １位から３位の受賞者は次の皆さんです。１位小林桂子さん、２位小林佐代子さん、３位小林美里さん 

 



 ⑧ 

  しもうちスポーツテスト   ～ 健康スポーツ部会 ～    

５月１５日（日）にしもうちスポーツテストを小学校体育館で開催しました。 

以前は、しもうち玉入れ大会と同時に開催していました。しかし、コロナで２年間開催していませんでした

が、今回は単独で開催しました。 

参加された皆さんは、握力・立ち幅跳び・反復横

跳び・上体起こし・長座体前屈・６分間歩行・開眼片

足立ち・１０メートル障害物歩行などに挑まれ、各年

代別の体力ランク「ABCD」の判定を予測したり、

「思っていたよりも・・・‼」と結果に一喜一憂したりし

てみえました。  （写真は受付準備中のものです） 

    

 

 

下有知地区団体の活動紹介 

  山王山に銘板を設置  ～ 山王山銘板設置実行委員会 ～   

展望できる山並み等を紹介する銘板を、５月１５日に山頂の西・北・東方向に３基設置しました。 

事前に、「 山並みの作図・デジタル化の資料作成」、「錆びない 18-8 ステンレス材とレーザー加工」、「L 

字アングル材の組立加工」、「23ｋｇのコンクリート土台12個の運び上げ」に関係者のご奉仕をいただき、セ

メント用の水２㍑入りペットボトルを登山者の協力を得て、山頂に１１２リットル準備できました。そして、４月

２９日、５月８日で、コンクリート土台を据え付ける穴掘り、銘板架台のセメント固定作業を行いました。 

機会がありましたら、山王山に登り、銘板と山並みを見比べて眺望を楽しんでください。 

 

 

  

 

 


