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第 48 号 平成 30 年 9 月 1 日発行 国府町の人口  平成 30 年 7 月 31 日現在 
 

総人口 ７，５７６人（＋ ５人） 

  男 ３，６８９人（＋ ３人） 

  女 ３，８８７人（＋ ２人） 

世帯数 ２，５６６戸（＋ ５戸） 
   （ ）内は平成 30 年 6 月 30 日との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 国府町まちづくり協議会が設立して早や 4 年。

毎年の恒例行事の中でも、一大イベントが「ふる

さと夏祭り in 国府」。「みんなが楽しめるものを」

と、毎年趣向を凝らしながらやってきました。多

くの方が足を運んでくださるこの夏祭りですが、今年は晴天に恵まれ、過去最高の来場者数約 3,300

名を記録しました。 

 ８月 18 日（土）14:00 より福祉の里・芝生広場で始まった「ふるさと

夏祭り in 国府」。会場では、多彩なステージショーとともに、美味しい食

事や飲み物を楽しめる飲食ブースが並び、屋内運動場には地元の作家さん

によるクラフト作品や野菜、ゲームコーナー、子どもの遊び場などで賑わ

いました。また、国府まち協ならではの、「防災啓発コーナー」や「健康祭り」などもあり、夏祭り

を楽しみつつ、有意義な時間にしていただけるよう工夫されていました。 

夕方には、小さな乳幼児からご年配の方まで、本当に多くの来場者でごった返すような状態に。そ

して夜８時が近づいてくると、会場ではカウントダウンが始まり、会場の声が一つになって、「ゼロ！」

の瞬間には、会場の川向こうから花火が。今年は風も少なく、美しく上がる迫力ある花火に、歓声が

上がりました。閉会後、来場者の方にお話を伺うと、なんと名古屋からわざわざこの夏祭りに来たと

のこと。「とても楽しかった！良い祭りですね」と嬉しいお言葉をいただきました。 

来場者の皆さん、準備や運営に携わっていただいた皆さん、ありがとうございました。 

 8 月 18 日（土）荒木農業小学校にて、親子体験教室

「木工教室ミニツリーハウスをつくろう！」が行われま

した。今回は定員に対し約 3 倍ものご応募をいただきました。抽選により当選した親子約 20 組が

参加し、ミニツリーハウスを制作しました。 

当日、集まった子どもたちは、ずいぶん楽しみにしてくれていたと見えて、張り切った様子。説明

を受けると、早速用意された材料を見ながら、どんなツリーハウスを作ろうかと想像を膨らませ、制

作にとりかかりました。材料の木材は、自然な素材に加え、飛騨産業などから家具に使われた曲がり

ものの端材など変わった材料を部会員の方が集めてくださいました。また、本業が大工という部会

員さんが専門の工具を持参してくださったことで、材料を注文通りに切ったり、少し難しい工程も

サポートしていただきました。参加した大人も子どもも夢中になって楽しむことができた今回の木

工教室。参加した男の子に話を伺うと、「イメージが湧いてきて、いいものができた」と話してくれ

ました。参加者の皆さん、スタッフの皆さん、ありがとうございました。お疲れさまでした！
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 ８月４日（土）、天気にも恵まれた朝 8 時。参加者とスタッフ約 20

名がこくふ交流センター前に集まりました。この日は、人づくり部会

による初めての試みで、荒城川の源流である丹生川の木地屋渓谷にて

沢登りをしながら自然を学ぼうという企画が実施されました。 

 渓流の下流まで、スタッフの車に分乗し、現地へ。参加者の皆さん

は、沢登り初体験の方がほとんどで、緊張した面持ち。実際登り初め

て見ると、沢登り初体験でも安全なルートでガイドの方が誘導して

くださり、楽しんで歩くことができました。それでも、水につかりな

がら約２時間半の道のりはハードで、さらには濡れた石などで滑っ

て転んで水浸しになってしまう人も。そんなときには、スタッフの方

が気を使ってくださり、休憩したり写真撮影をしたり、また雨のあと

だったこともあり、水が澄んでいて、翡翠を見つけるという幸運にも

恵まれました。参加者の方は、「とっても疲れたけど、素敵な体験ができて本当に楽しかった」「来年

もぜひ続けてほしい企画です」と笑顔で答えてくださいました。 

 スタッフの皆さん、ガイドさん、参加者の皆さん、お疲れさまでした！ありがとうございました。 

８月 21 日（月）、「ふるさと夏祭り in 国府」でお預かりした募金 20,483 円

と、国府町まちづくり協議会運営委員会有志で集めた 78,000 円を、高山市民

時報社へ寄託いたしました。これらの募金は、高山市民時報社を通じ、日本赤

十字社に届けられ、今年の 7 月に起きた豪雨災害の復興に充てられます。ご協

力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。 

 8 月 18 日（土）福祉の里にて行われた「ふるさと夏祭り in 国府」の会場内で、飛騨高山グリー

ンヒート合同会社による「みんなの絵を遊湯館に飾ろう」という企画が行われました。 

飛騨高山グリーンヒート合同会社は、高山市と「しぶきの湯」の協力のもと、バイオマス発電を運

営している会社です。今回の企画は、先着 32 名の子どもたちに自由に絵を書いてもらい、その作品

を大きな布に印刷し、宇津江の「しぶきの湯」館内に飾るというものです。ご協力いただいた方に

は、参加賞に加え、抽選で 10 名の方に賞品が贈られます。当選者は、国府まちづくり協議会から順

次お電話でお知らせしております。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。 

津江 2 区で試行を

 国府町まちづくり協議会では、昨年度実施したサポート隊アンケートを元に検討委員会を設立し、

運用に向けた会議を重ねてきました。アンケートにご協力いただいた皆さん、ありがとうございま

した。 

ご意見を踏まえ、まずはモデル地区として、宇津江２区の皆さんにご協力いただき、宇津江 2 区

にて試行をすることになりました。現在、宇津江２区の皆さんと相談をしながら、11 月の実施を目

指しています。 
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垣内康介さん TJAR トランスジャパンアルプスレースに初出場し、優勝  

 瓜巣在住の垣内康介さんが、８月 11 日（土）～8 月 19 日（日）の８日間に

わたって行われた TJAR トランスジャパンアルプスレースに出場されました。 

このレースは、富山県魚津市から北・中央・南アルプスを縦断し、静岡県静

岡市大浜海岸までを 192 時間以内に踏破する、日本一過酷といわれる山岳レ

ースです。参加できるのは、ウルトラマラソン等の実績に加え、露営経験や危

機管理能力など厳しい審査を通過した 30 名のみ。 

垣内さんは 10 年前からこの大会に参加したいとトレーニングを積み、今年

晴れて出場の権利を獲得。そして大会では 145 時間 22 分というタイムで優勝という快挙を成し遂

げられたのです。「睡眠時間が短くとにかく眠かった。膝が痛んだり、ストックが折れたりとトラブ

ルもあった。それでも、とても楽しく夢のような時間でした」とお話しくださいました。 

過酷なレースでの優勝、おめでとうございます。そして本当にお疲れさまでした！ 

山下浩幸さん 子ども会活動の推進に貢献し表彰 

約 30 年もの間子ども会活動に携わり、また 17 年にわたって市の青少

年育成委員を務めてこられた山下浩幸さん。現在は人づくり部会青少年部

の委嘱部会員としてお力添えをいただいています。その功績が認められ、

全国子ども会連合会から表彰されました。受賞おめでとうございます！ 

山下さんにお話を伺ってみると、「子どもたちと一緒に楽しんできただけ

なんです」という返答が。「今の子どもたちは忙しい。だからこそ、ただ単

純に安心して楽しめる場を作るのが大人の役目。 “やってあげよう“とか”これをやらなければ“とか、

そういうことではなくて、きちんと安全管理をしたうえで、大人も子どもも一緒になって楽しむ。そ

れが子ども会だと思うんです」とお話してくださいました。今後も国府町まちづくり協議会を始め、

各所でご活躍されることを期待しています！ 

国府小 吉永梨乃さん J１一輪車演技大会で 3 連覇達成  
8 月 11 日（土）に東京都八王子市で行われた、一輪車の全国大会「J1 カップ

一輪車演技大会」小学 4 年生以下ソロ演技の部で、国府小学校の吉永梨乃さんが

優勝に輝きました。昨年、本紙でも何度か紹介した吉永さん。一輪車の全国規模

の大会で、何度も入賞を果たしていますが、今回は 3 連覇という快挙を達成。次

は 10 月に大会を控えているとのこと。身体に気をつけて頑張ってくださいね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所運営リーダー育成講座～防災士養成講座～  

受講希望者には受験料と交通費を助成します 
 近年続いている自然災害。そんな災害時には、被害を最小限にくい止めるために、地域で協力

して取り組むことも必要です。そのために率先して防災活動を実践し、地域における防災活動の

中心的な役割を担う人材の育成を目的に、「避難所運営リーダー育成講座」が開催されます。この

講座に参加することで、防災士の資格取得試験を受験することが可能です。高山市内では、丹生

川支所にて 11 月 4 日（日）～12 月 9 日（日）の間の４日にわたり講座が行われます。 

防災士養成講座に積極的にご参加いただけるよう、国府町まちづくり協議会では、希望者に対

し受験料（全額）と交通費を助成します。ご本人負担として教本代 3,000 円と認証登録料 5,000

円が必要です。ご希望の方は詳細をご案内しますので、国府町まちづくり協議会☎72-4480 へ。 
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10 月 10 日（水）、24 日（水）19:30～21:00 

ヨガで健康生活はじめませんか。初心者大歓迎。ゆっくり呼吸を意識 

しながら、疲れた身体をリセットしていきましょう！ 

＊会場：こくふ交流センター多目的室  ＊参加料：無料  ＊定員：20 名 

＊申込：国府まち協（F 兼）72-4480 

9 月 27 日（木）19:30～21:00  

ゲーム感覚で楽しみながら、吹き矢式呼吸法で健康効果があるという 

スポーツ吹き矢の講習会です。不眠や体調不良、便秘、食欲不振、ス 

トレスなどで悩んでいる方、スポーツ吹き矢に挑戦してみませんか？ 

 ＊会 場：こくふ交流センター多目的室 ＊定員：先着 25 名 

＊参加費：200 円（マウスピース代） ＊申込：国府まち協（F 兼）72-4480 

国府ゴルフ大会参加者募集中！ 

大会日時：10 月27 日（土）8:20 スタート 

場  所：飛騨数河リゾート&カントリークラブ  参加費：１人 3,000 円 

詳細・申込方法：８月 30 日（木）配布の新聞折り込み（申込書付）または、 

国府町まちづくり協議会 事務局にて、詳細と申込用紙をお渡しします。 

９月 29 日締切り。国府まち協へ☎72-4480（F 兼）お申込みください。 

プロゴルファー 
国本百恵さんと 
一緒にラウンド 
してみませんか？ 

 

 

国府には、各地区に深い歴史と多くの史跡など

が守り伝えられています。地元の歴史を語り継げ

るよう、「地元の歴史」を再発見していただく機会

を設けます。参加無料・申込不要です。参加者には

記念グッズプレゼント！ 

【第１回「荒城小学校」校下】 

9 月 22 日（土）19:00～20:45 

会場：荒城農業体験交流館 

【第２回「国府小学校」校下】10 月 7 日（日） 

【第 3 回「富士小学校」校下】10 月 21 日（日） 

【第４回「老和気小学校」校下】11 月 18 日（日） 

【第 5 回「宇津江小学校」校下】12 月 2 日（日） 

   ※時間は各回とも 19:00～。詳細は次号で。 

 

 

 

国府地域の歴史文化遺産を子どもたちや来

訪者に説明できる“語りべ”を養成し、文化財

の魅力や歴史・文化の奥深さ等をわかりやす

く伝えられる人材を育成します。参加無料。 

【第１講】会場：安国寺 

9 月 30 日（日）13:30～15:30  

講師：守屋靖裕氏（岐阜県博物館 学芸員） 

安国寺所蔵の仏像や頂相彫刻、熊野神社所蔵

の円空作神像を題材として、仏像・神像・彫

刻の見方を学びます。 

＊定員：先着 20 名  

＊申込：前日までに国府まち協 72-4480 へ 

９月 24 日（祝・月）9:00～11:30 Ｂ&Ｇ体育館玄関前 9 時集合（雨天時は室内） 

古地図や古写真を参照しながら、街角に残る歴史の痕跡を探し出し、昔と変わった町並み・変わ

っていない風景を訪ねます。今回は三日町の古道を歩きます。 

 ＊参加対象：中学生以上（小学生以下は保護者同伴）  ＊募集人数：先着 20 名 

 ＊申 込 み：９月 20 日締め切り。国府町まちづくり協議会☎72-4480 へ 
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笑顔いっぱいママさん先生に 

取材しました！ 

昨年新しく建てられた国府児童館「な

つめっこ」。ここに昨年 12 月から勤めて

みえる芝和恵さん。三日町在住で 3 人の小さな

お子さんのいる現役ママさんの先生です。き

らきらの大きい目と笑顔とはきはきした声、

きびきびした動きは、まさしくお子様相手の

仕事にぴったり。8 月 21 日は、児童館初企

画の「夏祭り」が開かれ、先生方手作りのお

店やお化け屋敷など、子ども達の楽しめるも

の満載。国府中学校のボランティアの生徒さ

んや、ボランティアサークル「かれーらいす」

の主婦の皆さん方の協力もいただいて子ど

もも大人も一緒に楽しみました。 

 芝さんは、生まれは栃木で、大学で社会福祉を学び、これまで

障がい者や高齢者の福祉に携わってこられました。ご主人の実

家に来られてからは、しばらくママ業に専念。栃木の実家の辺り

と国府は「いなか度
．．．．

」が似ているとか。ただ、こちらは雪がたく

さん降る、栃木では雪が１ｃｍ降っても休校、となるそうです。

国府に来てすぐは、知らない人ばかりなので、自分から声をかけ

ていこうと努力したそうです。国府の方は「みんないい人で親切

です」と言われます。保育園のママ友にも救われています、と。

児童館に勤め始めて、我が家の子育ては、家のおじいさん、おば

あさん、ひいおばあさん等家族に協力して頂いているとのこと。 

 児童館が新しくなって利用者の数も増えているそうです。「児

童館は子ども達だけでなく、ママたちのための施設でもあるので、楽しい活動を進めていきたい」と

の熱意を語っていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホワイエ作品展示【みやび陶芸クラブ／トールペイント】 
現在、こくふ交流センター・ホワイエでは、みやび陶芸クラブさんの

作品を展示しています。期間は９月９日までです。観覧は自由です。ま

た、みやび陶芸クラブさんから、事務局に素敵な花瓶を寄付していただ

きました。（写真右下２枚）受付カウンターに飾ってありますので、ぜ

ひご覧ください。みやび陶芸クラブさん、貴重なものをありがとうござ

いました！次回のホワイエ展示は、Apple Bee さんによるトールペイ

ントです。展示期間は、９月 10 日～10 月 19 日です。お楽しみに！ 

剣道大会参加者募集中！ 大会日時：10 月21 日（日）9:00～ 
場  所：国府中学校体育館       参 加 費：無料 

出場資格：国府町内在住者・勤務者、主催者が特に認めた者 

部  別：小学生の部／団体戦／個人戦  公開練習：10 月から大会前日までの土曜日 

申込方法：９月 23 日締切り。国府まち協へ☎72-4480（F 兼）お申込みください。 
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高山市総合防災訓練 
開催日：9 月 30 日（日） 

8:00 にシェイクアウト訓練に参加してください。 

訓練用の緊急地震速報を入手したら、３つの安全行

動を１分間行ってください。 

➀まず低く！ ②頭を守り ③動かない！ 

【国府地域では、宮地地区で訓練が行われます】 

ハローワーク高山巡回職業相談日 

日 時：9 月 5 日（水）10:30～15:30 

（12:00～13:00 休憩） 

場 所：こくふ交流センター2 階 研修室Ｂ 

つどいの広場「風の子広場」 

※事前申込不要 

対象者：０～３歳未満のお子さんと保護者 

日 時：毎週水曜日 9:30～12:00 

（9 月 12 日、19 日、26 日） 

場 所：国府保健センター2 階 

問合せ：国府支所地域振興課 72-3111 

国府町まちづくり協議会 事務局 

●場  所：国府町広瀬町 880-1 こくふ交流センター２階 

●開設時間：平日９時～18 時 

●連 絡 先：72-4480  k-machikyo@hidatakayama.ne.jp 

●ホームページ：http://www.kokufu.org/ 

● ：https://www.facebook.com/kokufumachikyo/ 

＜さくらホール・公民館の 9 月の休館日＞ 

9 月 10 日（月）、18 日（火）、24 日（月）、25 日（火） 

結婚相談日 ※毎月開催 

日 時：9 月 5 日（水）17:30～20:30 

場 所：こくふ交流センター2 階研修室Ｂ 

特定健診（高山市国保） 

胃・大腸がん検診等日程（国府地域） 

日  程： 

9 月 3 日（月）、４日（火）宇津江２区公民館 

9 月 25 日（火）、26 日（水）、27 日（木） 

国府福祉センター 

受付時間：8:00～10:30 

対 象 者：事前申込者に案内を送付しています 

※肺版健診及び健康診査（39 歳以下）も受けられます。 

期 間：9 月 21 日（金）～30 日（日） 

運動の重点 ➀子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 

②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

      ④飲酒運転の根絶 

子宮頸がん・乳がん・骨粗鬆検診日程

（国府地域） 

日 付：9 月 18 日（火）、20 日（木） 

時 間：10:00～11：00、13:30～14：30 

場 所：こくふ交流センター（支所） 

対象者：事前申込者に案内を送付しています 

９月のピッコロハウス 時間 10：00～11：30 

 

 

 

日 付 内 容 持ち物 場 所・備 考 

6 日（木） 
ポッポ公園に行こう 

 おやつ：せんべい・ジュース 
飲み物 

国府駅 9:45 集合 

雨天時：福祉センター 

13 日（木） 造形遊び 飲み物 児童館 

20 日（木） ミニ運動会（社会福祉協議会主催） 飲み物 福祉センター裏芝生広場 

27 日（木） ９月誕生会 飲み物 児童館 

※ピッコロハウスは自主的な親子の遊び場です。遊びたい親子は、直接会場へきてね！いつでも入会できます。 

 

http://www.kokufu.org/
https://www.facebook.com/kokufumachikyo/

