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野 中 昭二

行 事 内 容
夏の環境整備
行政相談︑心配ごと・結
婚相談︵交流館︶
全日本ローラースキー
宮大会
花火打ち上げ
︵山下上花火組︶
サタディサークル
親子で分水嶺観察会
町内会長会︵支所︶
子ども会資源リサイクル
宮小中学校始業式
一之宮町体育大会

子どもが道路を渡ろうと横断歩道の前に立っ
ているところをなんの躊躇もなく通り過ぎる
車が︑一之宮町でも多くなったように感じる︒
特に朝︑児童生徒の登校時に通勤等で急いで
いるのは分かるが︑横断歩道に立つスクール
サポーターを無視しての運転は如何なものだ
ろうか︒無視された子どもの気持ちは︑どう
だろうか︒大人の善意を期待していたのに︑
裏切られたと思うかも知れない︒﹁大人しっ
かりしろ﹂と子どもの声が聞こえてきそうだ︒
人へのちょっとした気配り・思いやりが︑住
みやすい町づくりにつながると思うのだが︒
如何ですか︒
︵ひげおやじ︶

つぶやき

申込みなど詳細は今月中にお知らせします。

山 下上

︵以上は︑野中さんにお聞きしたものをま
とめたものです︒野中さんは毎日散歩をされ︑
自分の健康について︑日々考え工夫している
ということでした︒そのせいか︑八十七歳と
いう年齢にはみえない若さで︑今でも特に痛
いところもなく︑医者にもかかっていないと
いうことでした︒ 広報委員 山:腰進︶

図書館だより
◆夏休み上映会のお知らせ
楽しいアニメーション作品を上映し
ます︒家族で︑お友達同士でぜひ来て
ください︒
◎日時 ８:月６日︵水︶
午前 時〜 時
◎会場：一之宮公民館 和室
◎入場無料︑申込不要です︒

◆夏休み企画
﹁このえほんがすき ﹂
あなたの好きな絵本を教えてくださ
い︒紹介用紙に絵本のタイトルと好き
なところを書いてね︒
夏休みの間︑図書館で紹介します︒
用紙は図書館のカウンターにあります︒
◆８月の特集
﹁やさいのえほん﹂
８月 日は﹁やさいの日﹂
トマトにキュウリ・・・・野菜が主
人公の絵本がいっぱい！
夏休み期間中は午前 時〜午後５時
までスタッフがいます︒
静かで涼しい図書館を読書・勉強等
にご利用ください︒

公 民 館 か ら
■展示コーナー
山腰 曠水墨画展
︵８月末まで︶

■一之宮町敬老会、9月12日（金）に開催

一之宮に羊がいた頃の話

・おぞい

期日：8月9日〜24日（8月11日・18日は休館）
会場：飛騨位山文化交流館
ご家族そろってぜひご来場ください。

４日︵月︶ 日︵月︶ 日︵月︶

■８月の公民館定休日
■８月の位山交流館定休日

いただきありがとうございました。おかげ様で８月号が完成しまし
た。前の「社協だより」と変わり映えしないという声も聞かれそう
75歳以上の高齢者を対象に一之宮公民館で開催します。出席の ですが、少しずつ計画や活動報告をお知らせしたいと思います。

合計 1,243 1,360 2,603

■飛騨一之宮納涼夏祭りの中止について

４日︵月︶ 日︵月︶ 日︵月︶
日︵月︶

日 曜

日

木

日

水

土

火

日

世帯数
８２０戸
年齢 男性 女性 合計
０〜
195 165
360
14歳
15〜
734 745 1,479
64歳
65歳
314 450
764
以上

２
３
７月1日現在・単位：人

木

期日：9月10日〜11日
■一之宮町体育大会、今年は8月31日に開催
当初8月24日に予定していた一之宮町体育大会を、マイマイガに
料金：20,000円（一之宮町民特別価格）
よる夜間の施設使用禁止を受け、31日に延期しました。
内容：臥龍桜日本画大賞展、飛騨春慶弦楽演奏会鑑賞
詳しくは体育委員・連絡員にお聞きください。
飯野ビル、国会議事堂、日本銀行見学
まだ定員（30人）に達していませんので（7月29日現在）ご希望の
編集後記 一月のたつのは早いものです。皆様、原稿依頼に応えて
方は早めにお申込みください。締切は8月10日です。
３ 日

8月14日に予定しておりました納涼夏祭りは、今年はマイマイガの
影響に伴い中止となりました。
11

■まち協設立記念事業・千代田区交流記念
「千代田区環境エコツアー」町民参加者募集について
７
１４ １０
３１ ２６ ２３ ２０ １７

■第25回臥龍桜日本画大賞展・小中学生部門展覧
会の開催について
25
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一之宮町の人口情勢

国道41号水無橋架替えに伴
う迂回路桟橋工事により通行
規制（片側交互通行）が行わ

≪寄せ植えとボーリング大会、それぞれに心身をリフレッシュさせて、健康増
進が図られたことと思います。そして、知り合いが増えて、輪が広がる地域力
もアップ。これはひとえに、役の人が一生懸命働いてくださったおかげではな
いでしょうか。まずはこうしたきっかけ作りが嬉しいですね。これからも地区
の活動をご紹介していきます。広報委員：山腰葉子≫

土曜体験教室（サタディサークル）実行委員会では、源流のある
一之宮の子ども達に分水嶺（中央分水嶺線）の存在を知ってほしい
と、親子での分水嶺観察会を計画しました。
期日：8月17日（日）午前8時30分〜午後3時
コース：宮峠、苅安峠、峰越峠、西ウレ峠をバスで移動
参加料：1名１００円
定員：20人（達し次第終了）
対象は小学生以上で、小学生は保護者同伴で
申込みは一之宮公民館（５３−２４２４）まで。
10

■８月１４日、花火が真夏の夜を彩ります！
■水無橋工事（通行規
制）のお知らせ

おぞい人なんやろ
さあ︑今日はビアガーデンにお出かけ︒午後
からうれしいやらでワクワク︑そわそわ︒でも
履いていく靴がおぞい靴ばかり！ とたんに行
きたくなくなってしまった︒なんておぞいこと
やろ︒
ばあちゃん愛用の湯呑みを洗っていて︑落し
てしまい︑壊れた！ ﹁ばあちゃん︑湯呑み割っ
てゴメン﹂﹁あれまあ︑わしの大事な湯呑みが・・・・︑
おぞいことしてくれたなあ〜！！﹂

高山市昭和町のPLAY Bにて、13人の参加で2ゲームずつプレーしました。
スコアのほどはご想像にお任せしますが、みんな、
お互いに拍手でたたえ合ってスコア表を手に記念写
真をパチリ。何よりも知り合いが増えて嬉しかった
です。久しぶりに運動するという人もみえましたが、
ケガもなく、楽しい時間を過ごすことが出来ました。
2次会（？）でランチする人もみえたようですよ。

10

11

!!

参加者は16人。ごらんのとおり、鉢に合わせて観葉植物を5〜6種類選びま
す。講師はプロの園芸屋さん。素敵な配置の仕方や肥料の入れ方、水のやり方
など教えていただき、それぞれに力作が完成しました。途中雨に降られ、雨宿
りしながらの作業でしたが…。
この日初めて同じ地区だったことを発見したメン
バーもみえて、新しい出会いもありました。終了後
は飲み物と野添さんの牛乳で作った美味しいアイス
クリームでお茶タイム。和やかに自己紹介したり、
夏にやってみたいこと、山登りや家庭菜園といった
趣味などに話の花を咲かせたりしました。

■夏休みサタディサークル特別企画
「親子で分水嶺観察会」参加者募集
11

!!

おぞい夏にならないよう気をつけましょう

★ボーリング大会（本通）

ことば

★寄せ植え教室（位山）

れますのでご承知ください。
規制期間：8月1日〜9月30日（8月9日〜17日は除く）
規制時間：８：３０〜１７：３０
31

戦前から昭和三十年代まで宮村では︑あ ものでした︒しかし︑公費を使って行うわ
ちらこちらに羊を飼っていました︒秋にな けで︑いいかげんなことはできず︑需要も
ると今の支所辺りにあった場所に連れて行 少ない羊では採算もとれないだろうと思い︑
き︑羊の毛を刈ってもらったり︑繁殖をし 最初断わりました︒
たりしました︒その毛は毛織物になり︑農
実際︑飼い始めてみると︑宿舎の衛生管
家のよい現金収入でしたが︑化学繊維に代 理を始めとし︑羊は豚よりも暑さに弱く︑
わられ︑宮村での飼育は途絶えました︒
早めに放牧をしたり︑日影場を作ったり︑
しかし︑平成七年頃︑羊の飼育が再び始 気を配る必要がありました︒何よりも大変
まったのは︑羊を観光資源として村おこし なのは︑お産の時で︑いつ生まれるかもわ
に活用したいという村当局の意向があった からず︑何度も徹夜になりました︒それも
からです︒それは︑モンデウスの夏場の活 誰かに頼ることはできず︑自分一人でやら
用でもあり︑羊と遊ぶ場としてやジンギス なければなりませんでした︒相談できる人
カン料理の肉用として活用する計画でした︒ は近くになく︑本を読んで調べたり︑試行
私は丁度その頃︑豚の飼育をやめた時で︑ 錯誤しながら工夫をしたりしました︒羊の
豚のように羊を飼育してくれないかという 肉の処理も高山ではできず︑中津川の方で
処理してもらったようです︒
羊の数は夏場には親が四︑五十頭いて︑
春になると二十頭ほど子が生まれて増える
楽しみがありましたが︑運営は難しく︑平
成十七年にこの事業は廃止となりました︒
わたしはこれまで鶏も豚も飼育をしてき
て︑それらの止め時きが一番難しかったが︑
止めると決めたら一気にやった︒よい時期
に止めることができたと思います︒

女性委員会では初の試みとして、6地区の地域割りを利用した自主活動が提
唱され、7月13日に２つの地区で次の活動が開催されました。

山下上花火組による花火が、今年は「まち協」も協賛して打ち上
げられます。
開始：午後８時（小雨決行）
納涼夏祭りは今年は中止となりましたが、山下上
班有志による花火大会は継続して実施されます。
打ち上げは水無地区の「ゆうあい広場」からです。
25

よい羊をより多く生産しようと品評会が毎年開かれました

暑い夏がやってきました︒
﹁暑い︑暑い﹂が口ぐせの毎日︒エアコンがな
いた め︑扇風 機の風を 独り 占めし てい る夫 ︒
﹁わたしの方にも風くれよ！﹂といって首振り
に変えると︑﹁お前なんか︑風にあたらんでも
ええ﹂といって︑止めてしまった
なんて︑

まち協の活動紹介！！

宮中吹奏楽部が出前演奏
園児・
児童と音楽で交流

夏 の１日 はラジオ体 操 か
ら
全市一斉ラジオ体操会が７月
日に市内全域で行われ︑雨天となっ
た一之宮地区では︑宮小学校体育
館で開かれました︒
朝６時 分から始まった体操に
は︑園児や小学生︑中学生をはじ
め大人もたくさん参加し︑百数十
名による体操会となりました︒
スポーツ推進委員のほか︑まち
協健康福祉部員も多く参加し︑中
学生の黒木善太さんが壇上で手本
をみせてくれました︒
夏休み期間中は︑早起きしてラ
ジオ体操をしっかり行い︑元気に
過ごしましょう︒

７月 日に大八グラウンドで行
われた飛騨地区大会のエルダーの
部︵ 歳以上︶で飛騨市を 対６︑
下呂市を７対６でくだして出場権
を得ました︒
宮ファイターズは種倉周一監督
以下コーチも加えて 人のチーム︒
県大会は来月︑大垣市で開催され
ます︒飛騨地区代表としての健闘
に期待したいと思います︒

居鑑賞など︑参加者にとっては牛
尽くしの一日になりました︒
参加者は牛を通して︑﹁食の大
切さ﹂や﹁命の尊さ﹂﹁環境保全
の大切さ﹂について学び︑おなか
も満足してイベントは終了しまし
た︒

宮中学校各種大会の結果
・
中体連県大会出場
陸上競技１５００㍍＝芝野遥斗
︵３年︶４位︑ 清水宝︵１年︶
２位︑陸上競技１００㍍出場＝
岩田果林︵１年︶剣道出場＝幅上
魁斗︵３年︶
︵芝野︑清水両選手は８月９日の
東海大会出場︶

・美 濃 ・飛 騨 吹 奏 楽 地 区 大 会
︵中学校 人以下編成の部︶
金賞︵８月９日の県大会に出場︶

・
高山市民相撲大会
田畑奨次郎︵２年︶優勝
以上敬称略

公 民 館 清 掃 ボ ラ ンテ ィ
ア

と、数十年前に通学や採草で通った ちょっと 昔のイメー

ボランティアが草刈作業

ていると、飛騨の工（たくみ）が都に通ったはるかな過去

源流公園や位山登山道等

20

前までは地域住民にとって普段の生活に欠かせない身近な
道路でした。ひんやりと苔むした石畳を踏みしめて坂を登っ

10

苅安牧場で親子イベント

官道ではなくなった近代になっても、石畳の道は数十年

17

牛を通してたくさん学ぶ

30

まち協社会教育部の文化教養委
員会が７月 日︑一之宮公民館の
清掃ボランティア作業を行いまし
た︒参加したのは委員のほか公民
館に登録している文化団体のメン
バー 人︒ガラス拭きのほか園庭
や周辺の草取りも行い︑すっかり
きれいになりました︒
34

て水無神社、高山、国府へと続きます。

宮中学校吹奏楽部の生徒 名が
７月７日︑宮保育園と宮小学校で
訪問演奏会を行いました︒この演
奏会は中学校振替休日を利用して
行われる行事で︑小学生や保育園
児が毎年楽しみにしている恒例演
奏会です︒
２か所の会場ではマーチの演奏
に合わせて園児や児童が入場して︑
小林雅文先生の指揮でミニ演奏会
が始まりました︒
﹁ジブリ・メロディソング﹂で
は︑演奏に合わせて譜面台の前に
ジブリ映画のシーン画を掲げ雰囲
気を盛り上げました︒ＡＫＢ の
﹁恋するフォーチュンクッキー﹂
では生徒と谷口貴代子先生が演奏
に合わせ踊りを披露して大きな拍
手が起こりました︒
各会場では 分程度の演奏でし
たが︑会場にきた生徒の保護者も
含め︑演奏する生徒と聴く園児・
児童は楽しい時間を共有していま
した︒

宮ファイターズが優勝

ての主要道路です。美濃の方県（かたがた）駅から飛騨方
面に分かれ、下呂、上呂、位山峠を経て段、苅安峠、そし

４
１

飛騨地区大会女子ソフト

位山官道は、正式には東山道飛騨支路と呼ばれた、かつ

ガラスもきれいになりました
これまで知られていなかった石畳や荷車らしい轍（わだち）

夏でも涼しい古道。木漏れ日の中、石畳の感触を感じたいもの。
ジが混ざり合って、感慨深く感じます。
2008年の石畳から北側に下ったところの発掘調査では、

13

ている有名な名所です。でも、その石畳を歩いたことがあ
る方はどれくらいおられるでしょうか。

50

えさやり体験をする参加者
夏の行楽シーズンを前にして︑
苅安源流公園や位山登山道︑奥宮
周辺などの草刈作業が７月 日に
行われました︒
商工会や観光協会︑一之宮グリー
ン体験宿︑モンデウス職員など約
名が参加して実施したもので︑
草刈りのほか清掃や整備も行いま
した︒
訪れる人が気持よく楽しめるよ
う︑ボランティア作業によって環
境整備がなされています︒
観光客ばかりでなく地元のみな
さんも︑こうしたところにこの夏
訪れてみてはいかがでしょうか︒
木々の緑︑澄んだ空気︑きれいな
自然が待っています︒

「位山官道」といえば、きっと一之宮町のだれもが知っ

13

夏休み親子ふれあい教室︵﹁親
子ふれあい塾﹂主催︶が７月 日︑
モンデウススキー場隣の苅安牧場
で行われ︑飛騨地域の小学４〜６
年生の親子約 人が参加しました︒
午前は牧場の牛舎で酪農家の説
明を受けながら︑子牛とのふれ合
い︑牛のえさやり体験︑牧草ロー
ルベールをキャンパスにした﹁お
絵かき﹂などをしました︒
午後はモンデウスのセンターハ
ウスに場所を移し︑飛騨牛の試食
や飛騨牛乳の試飲︑牛についての
勉強やバター作り体験︑牛の紙芝

れを直に感じてみませんか。（広報委員：中島照雅）

第 回飛騨地区体育大会の女子
ソフトボールで︑高山市として出
場した宮ファイターズが優勝し︑
県大会に出場することになりまし
た︒

位山官道

らまだまだ知られていない魅力がある「位山官道」、一度
といわず二度三度と夏の深緑色の森に分け入り、歴史の流

19

け替え工事に先立ち︑その付近に
生えているバイカモを保護しよう
と︑高山国道事務所と﹁一之宮バ
イカモを守る会﹂により行われた
ものです︒
児童は﹁バイカモを守る会﹂の
早川克也会長の話を聞いた後︑移
動してあったバイカモを︑流され
ないように石で抑えながら植えて
いきました︒
バイカモは梅に似た白い花をちょ
うど今頃咲かせる水草で︑湧水と
清流のある場所に生育しますが︑
天然の川に生育するのは珍しいと
のこと︒県のレッドデータブック
で絶滅危惧種に指定され︑市の天
然記念物にもなっています︒
早川さんは﹁地域の自然を知り
守っていく活動に︑子ども達が参
加してくれてうれしい﹂と話され
ました︒
前日には︑河川清掃などこの日
のための準備作
業が︑﹁バイカ
モを守る会﹂を
はじめ募集した
町民 数名のボ
ランティアによ
り行われました︒

ギ湖までの官道探しなども面白そうです。身近にありなが

30

の痕跡が新たに発見されました。そのほか、段からアララ

優勝したチームのみなさん
27

高山市一之宮町3087
電話 53-2424

62

13

48

学校６年生 名の力を借りて行わ
れました︒
国道 号線と常泉寺川の交差地
点にある水無橋の老朽化に伴う架
バイカモ移植が順調に進み、喜ぶ小学生ら。新しい場所での生育が楽しみです。

一之宮町
まちづくり協議会
広報委員会

15

28

平成26年8月1日

大人もたくさん参加した一斉ラジオ体操
41

第３号

15

常泉寺川下流に生育
するバイカモを水無神
社前の上流へ移植する
作業が７月 日︑宮小
16

35

30

小学生を前にジブリソングを演奏する部員

一之宮まち協だより
平成２６年８月１日（金）

第３号

