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防災力
見直してみましょう。

　飛騨地域は、昔から水害が多く、平成３０年７月豪雨、

令和２年７月豪雨と、近年は梅雨時期に大きな災害が発生

しています。台風等が多く発生する季節を迎え、今のうち

から災害に備えた準備を進めましょう。

（１）ハザードマップで自宅まわりの危険、避難

　　 場所を確認しましょう

　洪水ハザードマップや土砂災害ハザードマップを見て、

自宅まわりと避難場所の浸水や土砂災害のおそれの有無、

どの程度の浸水が予測されているのか、土砂災害は黄色や

赤色の表示になっていないか、避難経路は大丈夫か、迂回

経路はあるか等を確認しましょう。

　自宅まわりに災害の危険性がない場合は、在宅避難をし

ましょう。この際、自宅内ではできるだけ、２階以上 ( 垂

直避難 )で、山とは反対側の部屋に避難しましょう。

　自宅まわりが危険な場合は、

避難場所等への避難（水平避難）

のほか、知人・親戚宅、ホテル・

旅館への避難や、状況により車

中泊による避難も検討しましょ

う。危険な地域から安全な地域

に早めに、明るいうちの避難を

心がけましょう。

（３）家族で話し合いましょう

　自宅や学校・勤務先、避難場所等への避難経路や互いの

連絡手段を確認しましょう。

　家族が在宅避難する場合や

避難場所等へ避難する場合の、

家族で必要なもの（妊婦や乳

幼児、老人、身体の病気・障

がいの状況等）を話し合い、

平素から準備しましょう。
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災害時の避難行動
自分や家族の置かれた状況に応じて、避難行動を選択しましょう。

個人・家庭での備えを確認しましょう



３

（２）避難する準備をしましょう

　２階等へ垂直避難する場合は、避難する家族

の状況によって、準備するものが異なります。

家族だけで避難できるか、近所の方や消防団の

支援が必要かどうか検討し、必要ならあらかじ

め支援をお願いしておきましょう。

　洪水にあった場合等は、２日程度はそこで避

難生活を送ることになりますので、水・食料、

着替え、携帯トイレ、薬、ミルクやおむつ等、

家族の状況に併せ、必要なものは、あらかじめ

２階にも準備しておきましょう。

　避難場所等に水平避難する場合は、家族の状

況に併せ、非常持

ち出し袋等を準備

しておき、一度避

難したら取りに帰

らなくていいよう

にしましょう。

（４）その他

　避難場所等に避難する際は、新型コロナウイ

ルス感染症対策として、マスク、石鹸（又は消

毒液）、タオル等を多めに携行しましょう。

特
集飛騨市の防災

「飛騨市」と友だち検索してい

ただくか、下のQRコードを読

み取って友だち追加します。

下のメールアドレスまたは

下の QR コードから空メー

ルを送信してください。

ご自宅の戸別受信機や市内各所の

屋外スピーカーから情報をお届け

します。同報無線放送電話サービ

ス（☎0577-62-9900 ※通話料無料）

からも同じ内容を確認できます。

緊急情報や避難・通行止め

などの情報、ハザードマッ

プも発信しています。

緊急情報をリアルタイムで

発信します。

登録者に緊急情報を発信します。

市公式LINE ほっと知るメール 防災行政無線

市ホームページ

市防災FaceBook

登録者に緊急情報を発信します。

LINE 利用画面 メール利用画面

t-hida-city@sg-p.jp

PC・スマートフォンの場合

ガラケーの場合

災害時の緊急情報を受け取りましょう

飛騨市役所

追加

トーク

●警戒レベル５は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。

　警戒レベル５緊急安全確保の発令を待ってはいけません！

●避難勧告は廃止されました。これからは、警戒レベル４避難指示で

　危険な場所から全員避難しましょう。

●避難に時間のかかる高齢者や障がいのある人は、警戒レベル３高齢

　者等避難で危険な場所から避難しましょう。

避難指示で
必ず避難を。

レベル

４



特
集 飛騨市の防災

（１）互近助（ごきんじょ）は、地区防災力の基本です

　　隣同士や向こう三軒両隣など目の届く範囲の結びつきや顔の見える近隣共同体が機能し

　　てこそ、自主防災組織を支えることになります。日頃から地域の方との交流を保つこと

　　を心がけましょう。

（２）行政区＝自主防災組織です

　　災害時、どこに集合し、どこに避難するのか、お互いの安否確認はどうするのか、地区

　　防災計画を作っておきましょう。

（３）災害時の備蓄を確認しましょう

　　各行政区には、平時からアルファ化米、水、備蓄用毛布、救

　　難具を配備しています。保管場所を確認しておきましょう。

　　アルファ化米、水は、概ね５年ごとに更新をします。

（４）市の補助制度を使って、防災体制を整備しましょう

　　区の防災用品の購入、防災訓練の実施、地区防災計画の印刷

　　には、市の補助制度があります。危機管理課または最寄りの

　　振興事務所にお問い合わせください。

（１）市では、毎年１２月から２月頃にかけて「飛騨市防災リーダー養成講座」を無償で開催

　　しています

　　防災士教本に基づき、４日間にわたり開催され、岐阜大学、富山大学等の防災専門の先

　　生方が講師として参加します。最終日には、日本防災士機構によ

　　り防災士資格の試験が行われます。

（２）防災士資格取得に関する市の補助制度

　　市では、教本代、防災士受験料、防災士の登録料の補助を行い、　

　　市民であれば、実質無料で防災士資格が取得できます。

（３）防災思想の普及

　　防災士資格の取得後も、定期的な勉強会や市防災士会員による小

　　学校での防災授業の実施など、地区の防災活動のリーダーとして

　　活躍しています。

　市は、関係機関と連携して市内小中学校での防災教育を進めています。

　昨年は古川土木事務所の協力を得て、「防災、災害」をテーマに授業を実施。古くからの

防災の知恵（霞堤）や防災活動、災害時の対応等を学ぶ座学や防災ダムの視察などを行いま

した。

　今年度も各小中学校で地域の特性に合わせた防災教育に取り組ん

でいます。

　古川中学校では、教育プロジェクト支援事業を行う株式会社Ｅｄ
оの協力で全１０回にわたる防災教育を実施しています。座学の他、
災害から身を守るシミュレーションゲーム「風水害２４」等も活用し、
災害を擬似的に体験。刻々と状況が変わる中で、自分や家族、周囲の
人の命を守るための行動について考えます。体験した２年生の水尻湧
月君は「ゲームを通して災害の時に自分がするべきことを学べました。
体験を生かして、自分の命を守ることと人を助けることのバランスを考
えていきたい」と感想を話していました。
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地区防災力を高めましょう

防災士資格を取得しよう

市内小中学校で防災教育を行っています

危機管理課 0577-62-8902



情報の広場
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 飛騨市少年の主張大会が６月１２日、神

岡町公民館で開かれ、市内の小中学生が日

ごろから考えていることや、心からの思い

などを発表しました。

　市内の各小中学校から推薦を受けた１５

人が出場し、自分のこと、家族のこと、コ

ロナ禍での人との関わり合い、身のまわり

の中で感じたことなどを少年らしい言葉で

堂々と述べました。

　なお、中学生の部では、古川中学校の安

達柊都季さんと神岡中学校の鍛冶祐奈さん

の２人が飛騨地区選考会に進みました。

中井　羚太
（山之村中３年）

私
の
ふ
る
さ
と
山
之
村

武藤　愛珠
（古川中３年）

家
族
と
は

小池　亜胡
（神岡中３年）

私
は
わ
た
し

安達　柊都季
（古川中３年）

虚
心
坦
懐

渡邉　夏帆
（古川中３年）

便
利
さ
と
は
、
豊
か
さ

と
は

鍛冶　祐奈
（神岡中３年）

で
き
る
こ
と
を
少
し
ず
つ

柚原　大駕
（古川中３年）

正
義
と
正
義

中田　こころ
（神岡小６年）

人
の
た
め
に
動
け
な
い

大
人
た
ち
へ

竹林　咲菜
（河合小６年）

私
と
音
楽

石原　汐莉
（古川西小６年）

将
来
の
夢
に
向
か
っ
て

松下　結佳
（古川小６年）

コ
ロ
ナ
禍
で
の
人
と
の

関
わ
り
と
は

番場　絢香
（神岡小６年）

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
つ
い
て

松永　直太朗
（古川小６年）

心
と
心
を
つ
な
ぐ

あ
い
さ
つ

幅　圭吾
（宮川小６年）

宮
川
を
元
気
に

谷倉　奈緒人
（古川西小６年）

自
分
の
好
き
な
自
然
を

　子どもたちを取り巻く環境は大きく

変化しています。将来を担っていく子

供たちの健やかな成長のため、地域で

一体となり、青少年の非行防止と健全

育成に取り組みましょう。

「なくそう非行　地域で育む青少年」

「青少年　地域で守ろう　育てよう」

スローガン

７月は「青少年の非行・被害防止全国

強調月間」です

飛騨市青少年育成市民会議

生涯学習課 0577-73-7495

令和３年度　飛騨市少年の主張大会
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情報の広場

市では、令和４年４月１日採用予定の職員を募集します。

受験を希望される方は、募集内容を確認のうえ期日までに市公式ホームページから申し込みください。

令和３年度飛騨市職員採用試験（令和４年４月１日採用予定）
募
　
集

■募集職種

職　種No. 予定人員 受験資格

一般行政職（Ａ）１名程度①
高校卒業程度の学力を有する方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢要件：Ｈ１２.４.２～Ｈ１６.４.１生

一般行政職（Ｂ）

ふるさと枠
１名程度②

大学卒業程度の学力を有し、民間企業等での職務経験（※注１）が３年以上ある方　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢要件：Ｓ３７.４.２～Ｈ７.４.１生

一般行政職（Ｃ）

障がい者枠
１名程度③

高校卒業程度の学力を有する方で、受験申し込み日及び試験日において身体障害者手

帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方（※注２）　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢要件：Ｓ３７.４.２～Ｈ１６.４.１生

技　術　職（Ｄ）１名程度④
高校卒業程度の学力を有する方　（※注３）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢要件：Ｈ１２.４.２～Ｈ１６.４.１生

消　防　職（Ｅ）２名程度⑤
高校卒業程度の学力を有し、市内に居住が可能な方　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢要件：Ｈ１０.４.２～Ｈ１６.４.１生

総務課 0577-73-7461

第２回募集　　受付開始　令和３年７月１日（木）～

※試験問題が大学・高校卒業程度という意味であり、受験資格に学歴は一切関係ありません

　（※注１）民間企業等での職務経験（公務員経験を含む）の雇用形態は問いません。令和３年４月１日を基準日とし

　　　　　て正社員、派遣、自営業者、団体職等として週３０時間以上のフルタイム勤務で３年以上の方が該当しま

　　　　　す。職務経験が複数ある場合は、通算することができます

　（※注２）障がいのある方で、受験に際し試験問題や会場などに配慮が必要な方は受験日の１カ月前までに相談し

　　　　　てください

　（※注３) 技術職の専門試験は、土木・電気の内いずれか１科目を申込時に選択してください

■申込期限　７月３０日（金）１７:１５必着（ホームページの申し込み、必要書類の郵送とも同じ）

■試験日　　１次試験　期日　９月１９日（日）　　会場：飛騨市役所

※詳細は右ＱＲコードからホームページでご確認ください

information
Hida City 市役所からのお知らせ



情報の広場
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後期高齢者医療制度についてのお知らせ
お
知
ら
せ

飛騨市行政「スマイル」ポイントのご利用を
お
知
ら
せ

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

商工課 0577-62-8901

■令和３年度の保険料の軽減措置について

　条件に該当する方は、２～７割保険料が軽減されます。詳しくは、７月中に郵送する「後期高齢者医療保険料納

　入決定（変更）通知書について」をご覧ください。

■令和３年度の保険料額は以下の合計額になります

■令和２・３年度の保険料額について

　後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費の動向や制度改正を踏まえ、２年ごとに見直しを行います。

　前回と比較した令和２・３年度の保険料額は次のとおりです。

均等割額

所得割率

賦課限度額

令和２・３年度

４４,４１１円

８.５５％

６４万円

平成３０・令和元年度

４１,２１４円

７.７５％

６２万円

増減

＋３,１９７円

＋０.８ポイント

＋２万円

被保険者１人あたりに

等しく決められた額

均等割額

４４,４１１円

賦課限度額

６４万円（年額）

※１００円未満切捨て

令和３年度の保険料額

被保険者の所得に応じて決められた額

（総所得金額等－４３万円【基礎控除】）

　×８.５５％【所得割率】＝所得割額

所得割額

＋ ＝

■対象行事

　・クアオルト健康ウオーキング　　・飛騨市民カレッジ　　・まちゼミ　　・減塩セミナー

　・防災リーダー養成講座　　・飛騨市コミュニティー・メディカルデザイナー養成講座

　※対象行事は随時追加予定です

■使い方

市の行事に参加すると、市内ポイントカード（ふれ愛カード・満点カード）に対応した１００ポイント分の行政ポ

イント引換券をお渡しします。引換券はポイントカード加盟店でポイント交換ができます。

①市の対象行事に参加 ②引換券を受け取る ③加盟店でポイント交換 ④加盟店の利用
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情報の広場

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

　後期高齢者医療の保険証は飛騨市に住所がある７５

歳以上の方と、一定の障がいがある６５歳から７４歳

の方で広域連合の認定を受けた方に交付されます。現

在の保険証の有効期限は７月３１日ですので、８月１

日からは７月中にお送りする新しい保険証をご使用く

ださい。新しい保険証はうすい赤色に変わります。古

い保険証を処分されるときは、住所や氏名が見えない

よう裁断するなど、十分注意してください。

保険証（被保険者証）を更新
お
知
ら
せ

　令和３年３月末現在で後期高齢者医療制度

に加入されている被保険者の方を対象に、健

康診査を実施します。受診票を受け取られま

したら、内容をご確認の上、受診をお願いし

ます。

※さわやか口腔健診とお間違えのないよう

　お気を付けください

ぎふ・すこやか健診
お
知
ら
せ

■受診期間　１１月３０日（火）まで

■受診券

　後期高齢者医療制度に加入されている被保険者の方

を対象に、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等のチェッ

クを行い、口腔機能低下等を予防し健康増進を図るた

め、口腔健診を実施します。受診券を受け取られまし

たら、内容をご確認の上、受診をお願いします。

※すこやか健診とお間違えのないようお気を付けくだ

　さい

ぎふ・さわやか口腔健診
お
知
ら
せ

■受診期間　１２月２４日（金）まで

■受診券
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【「現況届」の提出について】

■期　間　８月２日（月）～８月３１日（火）（ 土・日・祝日は除く）

■対象者　児童扶養手当受給資格者（全額支給停止の方も手続きが必要です）

■その他　「現況届」の提出がないと手当を受給できないことがありますので、必ず手続きをお願いします。

■提出先　子育て応援課、または各振興事務所（児童扶養手当担当）

【児童扶養手当について】

　児童扶養手当は、父母の離婚・死別などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親

家庭等の生活の安定と自立を支援し、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。なお、ひとり親家庭

等の経済状況により援助する制度であるため、所得が一定額以上の家庭については手当の支給制限があります。

【手当額について（令和３年度）】

■月　額　児童１人の場合　４３,１６０円、児童２人目加算　１０,１９０円、

　　　　　３人目以降の加算（１人につき）　６,１１０円　

　　　　　※受給者本人・同居の扶養義務者等の所得による支給制限があります

児童扶養手当「現況届」の提出をお忘れなく
お
知
ら
せ

子育て応援課 ・各振興事務所（児童扶養手当担当）0577-73-2458

走行中のバス車内での事故防止のた

め、「車内事故防止キャンペーン」

を実施中です。バスの車内事故防止

にご理解とご協力をお願いします。

■バス利用者の皆さん

　走行中に席を離れると、転倒など

思わぬけがをする場合があります。

バスが停留所に着いて扉が開いてか

ら席を立つようにしましょう。また、

立って利用する場合には、握り棒に

しっかりつかまってください。

■自家用自動車を運転される皆さん

　「無理な割り込み」や「急な飛び

出し」などでの急ブレーキが、車内

での乗客の転倒など思わぬ負傷事故

を誘発する要因ともなっています。

　皆さんの優しい運転でバスの車内

事故防止にご協力をお願いします。

バスの車内事故防止の
お願い

お
知
ら
せ

総務課 0577-73-7461

「飛騨流葉ドローンパーク」の今シー

ズン営業が始まりました。ドローン

の普及、夏場のスキー場活用を目的

に生まれた同パークは、誰でも無料

で利用できます。

■場　所　飛騨流葉スキー場内

■期　間　１１月１５日 (月 )まで

■その他　使用料無料、完全予約制

飛騨流葉ドローンパーク
2021営業中

お
知
ら
せ

0578-82-2275

流葉交流センターＭプラザ

0577-62-8904地域振興課

■口座振替の方

　納期限前日までに残高の確認をお

　願いします。

■納付書の方

　納付書に記載の金融機関、コンビ

　ニ、スマートフォン決済アプリ等

　で納付してください。

※納税通知書の記載事項を必ずご確

　認ください

固定資産税第２期分の
納期限は８月２日（月）

お
知
ら
せ

税務課 0577-73-3742

児童扶養手当受給資格者の方は、８月中に世帯の状況や所得の状況などを確認する「現況届」の提出が必要です。対象

者には、７月下旬に郵送で案内をしますので、早めの手続きをお願いします。
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文化振興課 0577-73-7496

神岡のお城をめぐって記念品をゲットするお得なキャンペーンを開催しま

す。この機会に地元の城跡や歴史にぜひ触れてみてください。

■キャンペーン内容

　【特典１】期間中、神岡の城（神岡城・江馬館）の２館をお得に見学できます。

　　　　　（共通入館券：大人５００円、子ども２７０円）

　【特典２】共通券を購入いただいた方、先着限定５００人にグッズをプレ

　　　　　 ゼントします。今年の限定グッズは

　　　　　 御城印ホルダ―にもなるクリアファ

　　　　　 イルです。飛騨市内の城の御城印は

　　　　　 市内２箇所（スカイドーム・まつり

　　　　　 会館）でそれぞれ購入できます。

■期間　７月１日（木）～９月３０日（木）

飛騨神岡の城めぐりサマーキャンペーン２０２１
お
知
ら
せ

食のまちづくり推進課

0577-62-9010

河合町稲越の井関農園さんの畑で、採れたて野菜の美味しさを感じ、自然

の力を見て聞いて触って、野菜を通じ自然の恵みに触れてみませんか。詳

しくは、市公式ホームページ（下ＱＲコード）をご覧ください。

■日　　時　８月２２日（日）９：３０～１２：００

■対　　象　保育園児～小学４年生以下のお子さんをお持ちのご家庭

■内　　容　収穫体験＆採れたて野菜の軽食　等

■定　　員　４５人　※定員になり次第締切

■費　　用　大人３,０００円、小人１,０００円（園児無料）

■申し込み　

　８月１３日（金）締切

畑でクッキング in 稲越～夏野菜のスパイスカレーを味わおう～！
募
　
集

新たな特産品となりえる日本みつば

ちの飼育管理、疾病対策等の知識・

技術向上のため、専門家を招き講習

会を開催します。

■日時　８月８日 (日 )

　　　　１３：３０～１５：００

■場所　古川町公民館　和室

■講師および内容

　玉川大学農学部　中村純教授

　日本みつばちの保護・飼育管理・

　疾病対策について

■申込締切

　８月６日 (金 )

日本みつばち飼育管理等
講習会を開催

お
知
ら
せ

0577-62-9010

食のまちづくり推進課

えごまを育ててみませんか？

食のまちづくり推進課では、えごま

の普及活動の一環として苗を無料配

布します。

なお、数に限りがあるため事前にお

問い合わせください。

■配布期間　７月中（平日のみ）

■配布場所　食のまちづくり推進課

　　　　　　（市役所西庁舎３階）

えごまの苗を無料配布
お
知
ら
せ

食のまちづくり推進課

0577-62-9010

市内で生産されるお米の認知度およびイメージの向上や、お米に関する幅

広い知識を持つ方を育成し、市内外への情報発信や地産地消の推進による

地域振興を図るため、日本炊飯協会が認定する「ごはんソムリエ」の資格

を取得する際の受験料および登録料を補助します。

詳しくは、市公式ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

■補助率　３２，０００円（１０/１０）

　　　　　※ただし、予算の範囲内

ごはんソムリエの資格を取得してみませんか？
お
知
ら
せ

0577-62-9010

食のまちづくり推進課
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「サマージャンボ宝くじ」、「サマージャンボミニ」が８月１３日（金）ま

で全国で２種類同時発売中です。

【サマージャンボ宝くじ】
１等　　　５億円×２３本

前後賞各　１億円×４６本

※当せん本数は発売総額６９

　０億円・２３ユニットの場

　合

【サマージャンボミニ】
１等　　　３千万円×２８本

前後賞各　１千万円×５６本

※当せん本数は発売総額２１

　０億円・７ユニットの場合

※宝くじはぜひ県内売り場か、宝く

　じ公式サイトで購入ください

※この宝くじの収益金は市町村の明

　るく住みよいまちづくりに使われ

　ます

財政課 0577-62-8903

サマージャンボ宝くじが発売中
お
知
ら
せ

飛騨市図書館の子ども向け月例会で

す。絵本の読み聞かせや人形劇、工

作などを楽しみます。

　市内在住で、３歳になる子とその

保護者が参加できます。対象者には、

案内を郵送します。

※感染症対策のため定員がありま

　す。受付は先着順です

ひよっこひろば（親子読書

会）参加者の募集

お
知
ら
せ

飛騨市図書館 0577-73-5600

建設業・製造業就職面談会を開催し

ます。当日は「介護就職デイ」と合

同開催です。お気軽にお出掛けくだ

さい（入場無料、入退場自由）。

■日時　８月１８日（水）

　　　　１３：００～１５：００

■会場　古川町公民館　大会議室

■参加企業

　【建設業・製造業就職面談会】

　　建設事業者　３社程度

　　製造事業者　３社程度

　【介護就職デイ】

　　福祉事業者　４社程度

■入場　無料、入退場自由

就職面談会の開催
お
知
ら
せ

【建設業・製造業就職面談会】

ハローワーク高山

0577-32-1144

商工課 0577-62-8901

【介護就職デイ】

市では、子どもから高齢者まですべ

ての市民があんきに暮らせる、やさ

しいまちづくりに対する活動を応援

します。

（弱い立場の方を支援する福祉事業）

■募集事業

　令和３年４月１日～令和４年３月

３１日の間に行う事業（例：高齢者

や障がい児者を支援する活動事業）

■募集期間

　７月１２日（月）～８月１３日（金）

■応募方法

　市公式ホームページ（下ＱＲコー

ド）に掲載の募集要

項を確認の上、必要

書類を期限までに地

域包括ケア課まで提

出してください。

令和３年度飛騨市やさしいま

ちづくり応援事業の２次募集

募
　
集

地域包括ケア課 0577-73-6233

粘土で頭部（顔）をつくる立体造形

は、絵画とは違う〈立体の美しさ〉

を生み出す面白みがあります。

本教室では初心者の方も、講師がき

めこまかく、ていねいに指導します。

■講　師　中垣 克久（彫刻家）

　　　　　宮江 里美 (画家 )

■日　時　８月５日（木）～８月８

　　　　　日（日）の連続４日間

■参加費　２，０００円

■定　員

　中高生から

　一般を対象

　に１５人

■場　所

　古川郷土

　民芸会館

飛騨市美術館「彫刻・立体
造形教室」参加者の募集

募
　
集

飛騨市美術館 0577-73-3288

11
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パソコンの基本操作や一般的なアプ

リケーションの使い方、障がいに応

じた入力支援機器の相談など、電

話、訪問にて対応します。お気軽に

お問い合わせください。（相談無料）

■対象者　飛騨市在住で身体障がい   

　　　　　 者手帳をお持ちの方

身体に障がいがある方の
パソコン利用をサポート

お
知
ら
せ

福祉メディアステーション

飛騨ブランチ 0577-34-1316

相談コーナー
相談名 ・相談内容 要予約 実施日 場所時間 問い合わせ

13:00～16:00 古川町公民館

10:00～17:00 古川町商工会

8/18(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所

ビジネスサポート相談
(売上拡大、経営改善など経営上の相談)

もの忘れ相談
(もの忘れ・認知症の相談)

若者就労相談
(若者を対象とした就労相談)

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明)

○

○

○

-

25(水)

8/4(水)、18(水)

   26(木)、27(金)
8/12(木)、13(金)、

県若者サポートステーション
☎058-216-0125

古川町商工会
☎0577-73-2624

商工課
☎0577-62-8901

8/17(火) 11:00～15:00 神岡町公民館
ハローワーク高山

8/18(水) 11:00～15:00 古川町公民館
ハローワーク高山

☎0577-32-1144

☎0577-32-1144

9:30～11:30 神岡町公民館

8/19(木)

8/5(木)

9:00～12:00

地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

オレンジの森
古川町新栄町11-5ツタビル２階
（1階にコインランドリーあり）

8/4(水) 10:00～15:00 飛騨市役所消費生活相談員による無料相談
(専門の消費生活相談員が消費生活にかかる相談)

○
総務課
☎0577-73-7461

■敷　　金　家賃の３カ月分

■申込期間　７月２１日(水)～７月３０日(金)　　■入居予定日　９月１日(水)

※ＲＣ造…鉄筋コンクリート造　Ｓ造…鉄骨造

・入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください

・個人番号の記載箇所があるため郵送での受付ができません。都市整備課または各振興事務所まで直接ご提出ください

市営住宅入居者の募集
募
　
集

都市整備課 0577-73-0153（古川・河合・宮川） 神岡振興事務所 建設農林課 基盤係 0578-82-2254（神岡）

公募住宅

種類

募集戸数

所在地

構造・規模

間取り

家賃

新栄町団地

特公賃

（世帯用）１戸

古川町新栄町

Ｓ造３階建

３ＬＤＫ

諏訪田団地Ａ棟

特公賃

（世帯用）１戸

古川町杉崎

ＲＣ造５階建

２ＬＤＫ

下気多団地

公営

（世帯用）１戸

古川町下気多

木造２階建

４ＤＫ

サン・アルプ旭Ｂ棟

公営

（世帯用）２戸

神岡町殿

ＲＣ造６階建

３ＤＫ

サン・アルプ旭Ｅ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

木造２階建

２ＤＫ

サン・アルプ旭Ｇ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

木造２階建

２ＤＫ

山之村団地

みなし特公賃

（世帯用）１戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

山之村団地

公営

（世帯用）１戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

西忍団地

公営

（世帯用）２戸

宮川町西忍

木造２階建

３ＬＤＫ

入居者の所得に応じて決定

駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 共益費別途 共益費別途共益費別途共益費別途共益費別途

近場で働き先がないか探している方、２～３時間だけでも働きたいという

方にとって、農業のアルバイト・パートは最適かもしれません。

　この度、市公式ホームページに市内農家さんからの求人情報をお知らせ

するページを設けました。求人情報は農家さんからの掲載依頼があり次第、

随時更新します。

　農業は屋外での作業が多いと思われがちですが、屋内作業の求人もあり

ます。農家さんによって作業内容はさまざまですので、

まずはホームページ（右ＱＲコード）をご確認ください。

自分に合った働き方をしてみませんか
お
知
ら
せ

農業振興課 0577-73-7466
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飛騨警察署からのお知らせ

令和３年度岐阜県警察官募集

■受付期間　８月６日（金）まで

■採用予定人数

　AⅡ（男性）１０人程度

　AⅡ（女性）５人程度

　B　（男性）４０人程度

　B　（女性）１５人程度

■受験資格

・AⅡ（男性・女性）昭和６１年４月 

　２日以降に生まれた方で、大学を

　卒業または卒業見込みの方

・B（男性・女性）昭和６１年４月２

　日から平成１６年４月１日までに

　生まれた方で、AⅡの学歴以外の方

※受験の申込みは、岐阜県警察採用

　公式ページ（QRコード）

　をご覧ください

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

一般向けのオススメ 子ども向けのオススメ

『干す　日本の天日干しを
めぐる』

西村豊／写真・文

光村推古書院

　久々に良い本に出会いました。あら

ゆるものが人の手で干されています。

山之村の大根も掲載。

『おうちで楽しむ科学　
実験図鑑』
尾嶋好美／著

SBクリエイティブ

　夏休みに、おうちで「映える」実

験を！きれいなものからおいしいも

のまで、科学的な解説も一緒に。

飛騨警察署 0577-73-0110
飛騨市図書館 0577-73-5600 https://hida-lib.jp
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　「飛騨市学園ビジョン」にまとめ

た資質・能力の育成を学校現場で実

現するために、各校で工夫ある取り

組みを行っています。（今回は神岡

中学校の取組を紹介します。）

◆「神岡FIELD学」

　神岡中学校では、今年度「ふるさと

教育」の柱を「神岡FIELD学」として

設定しました。これは、総合的な学習

の時間の指導計画を見直し、３年間

の学びを通して、生徒の課題解決能

力を身に付けさせていくものです。

◆各学年の追究テーマ

　まず１年生では「飛騨を知り、見つ

め、考えながら探る」をテーマに、飛

騨市の魅力や強み、課題について調査

する“飛騨市探Ｑ”を行います。昨年

度まで、教師が設定してきた追究や

まとめの方法、また必要に応じての

講師の派遣などを、今年度は生徒自身

にゆだねることで、地域の人との関

わりの中から主体的に探究したり、

決定したりしていく力を育てます。

　２年生では、「多様な場や人に学

び、ともに考え、挑戦する」をテー

マに、地域の企業との共同企画提案

を行う“企業クエスト”に取り組み

ます。企業のＰＲ動画やマスコット

キャラクター、リピーターを増やす

ためのアイデアなど、企業の依頼を

受けて、人々の願いの実現に向けて

豊かな想像力を育てます。

　３年生では、「自分や地域の幸せ

のために志を抱き、決断・行動す

る」をテーマに、願いの実現や、地

域活性化のためのプランを考える

“未来づくり授業”の探究を行いま

す。今年度は、中学２年生までの活

動をもとに、地域資源を生かした観

光プランを考えるなど、地域の方々

から意見・助言を求め、プランを再

検討・再構築していくことで、創造

力や改善する力を育てます。

◆ワクワクする学び

　「神岡FIELD学」で大切にしている

ことは、多様な人と多様な場で関わ

りながら、“ワクワクする学び”を

創造することです。地域との連携・

協働による課題解決型の学習活動

と、試行錯誤（失敗から学ぶこと）

することを重視し、「人の役に立て

た」という自

己有用感を高

めることを目

指します。

　多くの人が何らかの保険に加入し

ています。生命保険や医療保険、自

動車保険に火災保険など、自分にも

しものことがあった時の備えとして

入るものですが、終活ではこの保険

について、その内容が今の自分に

合っているかどうか確認しておきた

いものです。

　では、保険の見直しは具体的に何

を確認したらよいのでしょうか。ま

ずは、現在の保険の種類や補償内容

などを今一度しっかり把握してみま

しょう。もしかしたら、無駄に多く

の補償をつけ過ぎていることも考え

られます。

　次に、この定期的に払い続ける保

険料を貯蓄に回しても良いのではな

いかということも考える必要があり

ます。若い時から、何となく勧めら

れるままに加入し、何となく支払っ

ているという人も少なくありませ

ん。家の損害や事故の賠償に対する

公的制度は少ないため、火災保険や

自動車保険などに入っておく必要は

ありますが、火災保険などは築年数

や同居する家族の人数に合わせて、

縮小していくべきものです。

　また老後の医療保険などは最低限

で充分ではないでしょうか。なぜな

ら、高額療養費制度や健康保険な

ど、日本の公的医療は充実している

ため、高額な保険料を支払ってまで

病気やケガに備える必要性は低いと

考えます。今は長生きする時代で、

老後の資金準備も大切ですが、自分

の考えている必要な保障を現金で補

えない時に備える意味で、無理なく

支払うことができる保険の加入を検

討するとよいでしょう。どんな時に

いくらくらいお金が必要なのかを把

握しておけば、必ずしも保険が必要

だとは限りません。

　保険をやめたことで不安になるか

もしれませんが、生命保険や医療保

険は一生入り続けるものではなく、

「いつか卒業するもの」だと考え、

損得ではなく今の自分にとって必要

なのかどうかを考えたいものです。

問　　飛騨市終活支援センター

　　　（飛騨市社会福祉協議会内）

月一度、終活巡回相談日を開設し

ています。（要予約）

■７月３０日（金）

　河合振興事務所９:００～１２:００

　宮川町公民館１３:００～１６:００

学校教育課 0577-73-7494

0577-73-3214

その保険は本当に
必要ですか？

はじめませんか？

そろそろ
終活

＜その1６＞

④
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　今の時期を毎年楽しみにしていま

す。それはクワの実がなるからです。

熟した実の甘くて深い味わいが本当

に大好きで、手が紫に染まるまで取っ

て食べて楽しむことにしています。

　そんなクワは山野に自生し、養蚕

のために古くから畑で栽培されてい

た落葉高木ですが、現在では木にま

で育ち、なおかつ実をつけるものは

中々見当たりません。一方で葉から

樹木になりかけた状態のものはよく

見かけます。

　クワは生命力が強い植物で、葉、

実、根に効能があるとされ、葉は補

血、強壮、高血圧、動脈硬化など

に、乾燥させた根は消炎、利尿、鎮

咳などに、果実は滋養強壮、利尿、

鎮咳、冷え性、不眠などに効果があ

るといわれています。

　活用として手軽なものは、葉を乾

燥し、お茶にして飲んだり、粉にし

て色々なものに混ぜて使うのがいい

のですが、葉はそのまま乾燥させる

と青臭さが残ることがありますの

で、一度蒸してから乾燥させるとよ

いでしょう。手始めに、色々なとこ

ろでクワの葉の乾燥したものか、粉

末等が売られているので、そちらを

利用してもよいと思います。

　実を使って、自分で焼酎漬けや

ジャムを作りたいところですが、熟

した実はとても柔らかく痛みやすい

ことから加工品がほとんどで実その

ものはまず出回っていないのが現状

です。

　そんな貴重な実がなるクワの木を

探してみてはどうでしょう。

地域振興課

0577-62-8904

　今年度新たに２名の療法士が加わ

り、飛騨市民病院リハビリテーショ

ン科には理学療法士１１名、作業療

法士２名の計１３名の療法士が在籍

しています。

　私たちは、入院・外来患者さんや

施設の入所者さん、在宅の利用者さ

んのリハビリテーションに関わらせ

ていただいています。その際、その

方々の日常生活動作の評価や練習を

することがあります。今回、その動

作の中から「立ち上がり動作」につ

いてポイントを簡単にお伝えしたい

と思います。椅子から立ち上がる動

作を想定して、実際に体を動かして

体験してみてください。

　まず、立ち上がる前のポイントで

す。

①深く座りすぎず、太ももが半分く

　らい前へ出るように浅く座り直し

　ます。

②両足を肩幅に開き、かかとが膝よ

　り後ろにくるよう足を引きます。

　次に実際の動作ポイントです。

③座った状態で背伸びをするイメー

　ジで上半身を真っ直ぐにします。

　腰を反りすぎないように注意しま

　しょう。

④股関節の動きで上半身を前に倒し

　ていきます。腰ではなく、股関節

　から動かすよう意識しましょう。

⑤お尻にかかっていた体重が両足に

　移動したらお尻を椅子から離して

　いきます。この時、膝が少し前方

　に移動します。

⑥膝と股関節を伸ばしていきながら

　立位となります。

　特に③と④の動きで骨盤や背骨の

位置を正すことで立ち上がりやすい

姿勢となります。また、座布団や

クッションを使用し、座面を高くす

ることで立ちやすくなります。

　足腰の筋力をつける運動ももちろ

ん大切ですが、体の動きや動かし方

を感じることも同じように大切で

す。少し

でもご自

身の体と

向き合う

きっかけ

としてい

ただけれ

ば幸いで

す。

飛騨市民病院

0578-82-1150

村上光太郎「薬草をたべる」より

みんなで活かして
楽しい毎日！飛騨の

薬草を学ぶ
教養講座

クワ

飛騨市民病院 リハビリテーション科

新たな気づき
 ～体の動きを感じながら立ち上がる～

入手先 野山、産直市場、自家栽培

補血、強壮、高血圧、動脈硬化、

不眠症、脳出血など
効　能
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戸籍の窓
情報の広場

お名前　　　　住所　　　　　　　　　　保護者

【古川町】

今村　楓雅　　上気多　　　　　　　　　柊太・遥香

田中　愛唯奈　杉崎　　　　　　　　　　教淳・恵利奈

一髙　新　　　上町　　　　　　　　　　颯・香

吉田　蒼都　　大野町　　　　　　　　　将・杏奈

岩丸　蒼依　　本町　　　　　　　　　　　士・麻友美

南　　頼伶　　新栄町　　　　　　　　　雄介・侑加

【神岡町】

冨本　千善　　殿（サンアルプ旭Ｂ）　　善教・希歩

山口　瑠斗　　館野町（弥生２）　　　　庸介・美沙登

藤木　結寛　　東町（白山４）　　　　　伸浩・英美

お 誕 生

ご 寄 付

次の方から温かいご寄付をいただきました。

【飛騨市民病院へ】

阪上　一夫　様　（神岡町）　　　氏名のみ公表

匿名　　　　　　（神岡町）　　　金２万円

河上　哲也　様　（神岡町）　　　金２００万円

ＮＰО東海アジア人材サポートセンター様（神岡町）

　　　　　　　　　　　　　　　防護服６０着

【教育委員会事務局へ】

（公財）日本公衆電話会　様　（愛知県）

　　　　こども手帳（市内小学４年生へ）

                        　　 ３５０冊

ネット安全ガイドブック（市内中学１年生へ）

                             ３８０冊

こくみん共済ＣООＰ岐阜推進本部　様　（岐阜市）

　　　横断旗（市内小学校へ）　 ２２４本

須山　峰雄　様（高山市）

　　　写真集『飛騨河合物語』『飛騨蚕糸』　 

 　　 （各小中学校、図書館へ） ２４冊

お 悔 み

お名前　　　　　住所　　　　　　　　年齢

【古川町】

重田　芳昭　　　栄一丁目　　　　　　（93）

小野　剛　　　　金森町　　　　　　　（58）

後藤　きぬ　　　向町三丁目　　　　　（87）

　﨑　宗男　　　弐之町　　　　　　　（92）

ご 結 婚

お名前　　　　　住所

牛丸　航希　　　古川町信包
河田　優衣　　　古川町金森町

下林　直人　　　古川町上町
嶋田　奈摘　　　高山市

三本木　辰吉　　古川町増島町
佐々木　公望　　高山市

大家　太朗　　神岡町殿（殿本町下１）
茂利　茉虹　　神岡町殿（昭和町団地）

梶屋　優太　　古川町下気多
白井　杏実　　高山市

沖田　弥斗　　古川町三之町
大久保　綾乃　愛知県安城市

浅岡　秀亮　　古川町下気多
尾方　里優　　古川町増島町

お名前　　　　　住所　　　　　　　　年齢

沼田　孝子　　　若宮一丁目　　　　　（82）

中村　きく江　　壱之町　　　　　　　（89）

杉下　二美代　　杉崎　　　　　　　　（90）

平田　きくゑ　　殿町　　　　　　　　（94）

福田　利男　　　谷　　　　　　　　　（83）

畑佐　定夫　　　貴船町　　　　　　　（90）

中山　ウタ子　　向町二丁目　　　　　（87）

麻生　慶久　　　杉崎　　　　　　　　（88）

【河合町】

清水　十四正　　保木林　　　　　　　（81）

【宮川町】

秋田　祥　　　　林　　　　　　　　　（76）

【神岡町】

山口　欣也　　　館野町（弥生１）　　　（88）

藤田　チカ　　　釜崎（弥生６）　　　　（102）

井上　優子　　　寺林（寺林５）　　　　（72）

森下　明美　　　山田（上山田１）　　　（86）

四十竹　福作　　東町（中園１）　　　　（88）

藤木　登喜子　　船津（上今１）　　　　（84）

新家　國男　　　山田（下山田１）　　　（86）

北村　清司　　　船津（大島３）　　　　（86）

小瀬　清美　　　緑ケ丘（緑ケ丘２）　　（83）

　谷　嘉之　　　吉田（吉田上）　　　　（85）

関屋　鐵雄　　　殿（殿坂巻）　　　　　（85）

飛騨市ホームページでもお知らせしています

飛騨市ホームページ https://www.city.hida.gifu.jp/

　　　　携帯サイト https://www.city.hida.gifu.jp/mobile/

２０２１年６月３０日現在（敬称略）

ちよ

りゅうと

ゆの

ふうが

あおと

あおい

らいと

あいな

あらた
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特 レ ポ

特 レ ポ

特 レ ポ

いろいろ
まちの話題飛騨市

Facebook 公式アカウント

まちの話題に掲載しきれないイベントや写真は市の公式 Facebook で配信中。

飛騨市役所

　飛騨古川建築組合連合会（坂部和久会長、会員企業１２社）

が古川町壱之町の飛騨の匠文化館前に、伝統的な枡格子をデ

ザインしたモニュメントを設置しました。

　同会のＰＲと、飛騨市で進んでいる広葉樹のまちづくりを

盛り上げようと企画されたもので、様々な樹種の木材で作っ

た２８センチ四方の木板１６枚を配置。マツの木板には「枩」、

クリの木板には「栗」などそれぞれの樹種の漢字、同会や岐

阜県産直住宅協会などのホームページへつながるＱＲコード

を表記してあります。表記された漢字のよみとりクイズも行

われています。

　坂部会長は「コロナ禍で出来ることとして、ＱＲコードを使った看板で会のホームページなどへ誘導できる仕組み

を考えました。市や会のＰＲも含め、いろんな活動をしていきたい」と話しました。

読めるかな？　飛騨の樹木の名前
飛騨古川建築組合連合会が枡格子の看板設置

　北陸電力株式会社と北陸電力送配電株式会社、飛騨市が「大

規模災害時における相互連携に関する協定」を締結しました。

同社が管内の市町村と同様の協定を結ぶのは今回が初めて。

　災害で電力供給への障害が予測されたり、実際に障害が生

じた場合、連携して連絡体制の確立や障害物の撤去、電力の

早期復旧に取り組むことが目的。平時から自家発電設備の設

置や倒木の予防などにも取り組みます。締結式には北陸電力

の上野等富山支店長、北陸電力送配電の老田爾富山支社長、

都竹市長が出席し、協定書にサインをしました。

　都竹市長は「災害による停電は市民生活への影響が大きく、

まずは情報収集が重要。協定で市民への情報提供が円滑になるのでは」などとあいさつ。上野支店長は「協定締結を

機にグループ一体となって電力の早期復旧に努めたい」と話しました。

災害時の停電からの早期復旧にはずみ
北陸電力と北陸電力送配電、市が連携協定締結

　古川小学校の６年生児童が、総合的な学習の一環で古川町

の飛騨古川まつり会館と飛騨の匠文化館を訪問し、見学した

り職員などから説明を受けながら学びました。

　まつり会館では、展示してある屋台、起し太鼓のレプリカ

などを見たり、４Ｋシアターで古川祭を紹介する動画を視聴。

同館職員に「屋台製作にはいくらかかりますか」「展示されて

いる屋台の大きさは？」「起し太鼓の目的は何ですか」と熱心

に質問したり、写真を撮ったりして理解を深めました。

　また、からくり人形を操ったり起し太鼓の「とんぼ」を体

験するなど笑顔が溢れていました。

　奥洞啓太君は「祭り屋台を間近で見たことがなかったので、『こんなに大きいんだ』と驚きました」と感想を話し

ていました。

古川小６年生が地元の文化施設を見学
古川祭や飛騨の匠について学ぶ

6/1

6/3

6/4
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＼ 市民ライターがまちの話題をお届け!! ／

広報ひだまち特派員レポート
（特派員 ： 水樹  華 ・ 岡田  直樹）

特 レ ポ

特 レ ポ

特 レ ポ

特 レ ポ

いろいろ
まちの話題

　飛騨市教育委員会教育委員として８年間務められた古川町

の田口力三さんと神岡町の吉木直美さんに対し、全国市町村

教育委員会連合会功労者表彰が贈られることになり、このほ

ど開かれた市教委定例会の席上、沖畑康子教育長から伝達さ

れました。

　田口さんは「長い期間お世話になりました。別の方面から

も出来ることを一生懸命にやっていきたい」、吉木さんは「保

護者として市民として８年間、いろいろな意味で勉強させて

いただきました。今後は一市民として様々な方面から関わっ

ていけたら」と話されました。

　沖畑教育長は「子どもたちの姿が良いとの声をいただいています。職を離れられても、いろいろな場面で気づいた

ことやご意見をいただくなどお力を貸していただきたい」と話し、永年の労をねぎらい、感謝の言葉を伝えました。

全国市町村教育委員会連合会功労者表彰を伝達
古川町の田口力三さんと神岡町の吉木直美さんへ

　飛騨市と高山市の両消防本部とＪＲ、飛騨警察署、飛騨市

がＪＲ飛騨古川駅の構内で、実列車を使った合同訓練を行い

ました。公共交通機関での事故・災害に対し、複数の機関が

合同で現場活動をする際の連携強化や協力体制の向上を図る

のが目的で、飛騨市消防本部がＪＲと合同で訓練をするのは

今回が初めて。

　今回は各機関から合わせて約６０人が参加しました。列車

内に煙が充満し、複数の体調不良者が発生したとの想定で実

施。現場での情報収集や乗客の避難誘導、線路内を横断して

の負傷者搬送など実戦さながらの訓練を行いました。

　古川消防署の堀田丈二郎署長は「安全な活動を担保するには鉄道事業者と情報共有し、具体的助言が不可欠となる。

今回の訓練で得た知見と教訓を生かし、各機関が連携し、それぞれの強みを生かせるようにしたい」と話しました。

実列車を使った実戦的な災害訓練
初となるＪＲとの合同訓練を実施

　２０２４年４月に「飛騨高山大学（仮称）」開校を目指して

いる（一社）飛騨高山大学設立基金が、独自の教育手法とし

て取り組む「ボンディングシップ」の実証実験開始を前に、

市役所でキックオフミーティングを開催しました。

　「ボンディングシップ」は、大学生が地域との絆を育みなが

らインターンシップとして企業や地域の発展・課題解決に取

り組んでいくもので、今後は県内や石川県、北海道などで７

つのプロジェクトを実施する予定です。

　飛騨市内では、飛騨市ファンクラブの活動の一環として

「キャンプ部」を設立し、活動を通して実証実験に協力します。

「部長」として参加する静岡大学２回生の中垣乃彩さんには、都竹市長から名刺が贈られました。中垣さんは「地元

に設立されるという大学の取り組みに関われることは光栄。成果を残せるよう頑張りたい」と話しました。

飛騨市では「キャンプ部」の取り組み
飛騨高山大学（仮称）が独自の教育手法の実証

6/4
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6/14
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いろいろ
まちの話題飛騨市

Facebook 公式アカウント

まちの話題に掲載しきれないイベントや写真は市の公式 Facebook で配信中。

飛騨市役所

　認知症の方が地域で安心して暮らしていけるよう、本人や

その家族などを見守り支援する役割を担う「認知症サポー

ター」の養成講座が、飛騨市古川町朝霧連合会女性部の研修

会で開かれ、役員３３人が参加しました。

　この日は、同サポーターを養成・指導する「キャラバンメ

イト」の皆さん５人が来訪し、認知症の様々な症状やその対

応について講義を行いました。また、認知症についてより理

解を深めてもらおうと、今回はじめて寸劇も披露。「ご飯を食

べていない」と何度も訴える人や、道が分からなくなって困っ

ている人などに対し、どういった対応を心がけると良いかを

演じました。

　同会の上口良枝さんは「この研修会で何かを得て、今後の生活に役立てていただけたら」と話しました。

寸劇で認知症への理解を深める
朝霧連合会女性部研修会で認知症サポーター養成講座

　森下みさ子さんは、大正年６月２８日生まれ。父親の仕事

の関係で神岡に住むようになったそう。郵便局などの仕事を

しながら、２人の子どもを育てました。平成７年に旦那さん

が亡くなり、現在は息子さんご夫婦と３人で暮らしてみえま

す。

　この日は、娘さんが百歳（桃寿）にちなんで贈ってくれた、

ピンクのちゃんちゃんこに帽子をかぶってみえました。森下

さんは「こうして、子どもと一緒におれてありがたい」と手

を合わせてみえました。

　５年前の骨折がもとで車椅子生活になられましたが、市民

福祉部長が花束とお祝い金を手渡すと「ありがとうございます！」と言葉はっきり話されました。車椅子でも居間で

テレビのスポーツ観戦をしたり、週２回のデイサービスを楽しみにしてみえるそうです。

賞状やお祝いの花束などを贈呈
森下みさ子さん 祝百歳！万歳！

　市の食の魅力を市内外へ発信する「食の大使」として、元

公邸料理人の工藤英良さんを任命し、都竹市長が委嘱状を手

渡しました。

　工藤さんは１０年にわたり、公邸料理人としてカナダや中

国、フランスで世界の賓客に和食を提供し、食の面から外交

活動をサポートされました。その当時から、飛騨牛や飛騨産

コシヒカリ、伝統野菜など市内の食材を高く評価し、素材を

生かした料理を各国のセレブや著名人などへ提供してこられ

ました。現在は出張料理人して活躍されています。

　「皆さんとコミュニケーションをとりながら、地元の人たち

の機運が高まるようなお手伝いができたら」と工藤さん。今後は、市の「食」の認知度向上やブランディングに向け

た取り組みをサポートされます。

市の「食」の魅力を世界へ発信
元公邸料理人の工藤英良さんを「食の大使」に

6/15

6/28

6/29



11

6

＋5

件数

1

1

0

死者

13

6

＋7

傷者

187

185

＋2

●発行／令和３年７月１５日　飛騨市役所　 ●編集／企画部 総合政策課　 ●印刷／有限会社村坂印刷

〒509-4292　岐阜県飛騨市古川町本町2番22号 0577-73-2111 https://www.city.hida.gifu.jp/

男
11,228

出　　生 10

死　　亡 33

高齢化率 39.70％

転　入 35

転　出 28

女
11,953

計
23,181

世帯数
8,883

2 499

0 0

0 85

人口の動き（７月１日現在　住民登録人口） 消防の状況（７月１日現在）

飛騨市

その他
（管外出動）

前月比

火災 救急

交通事故の状況（６月３０日現在）

本年累計

昨年同期

増減

人身交通事故 物　　損

交通事故

古紙配合率 100、白色度 77％
再生紙を使用しています

　「今までの人生を一言で言うと「なりゆき」なんです。」と笑
って語ってくれたのは、古川町に移住し、地域と関わりながら
さまざまな事業を手掛けている白石達史さん。石川県生ま
れ。親の転勤で子どもの頃は転校を繰り返し、大学卒業後は
海外へ。ひょんなことからカンボジアで日本語の教師をした
り、環境問題に興味を持ってアメリカで木こりをしたり、様々な
国を訪れました。
　そんな多様な経験を活かして、帰国後は地方に住みたいと
考えていた白石さん。㈱美ら地球の立ち上げの仕事と出会
い、飛騨市に移住しました。会社では地域と関わりながら６
年間マネージャーとして仕事をされました。
　その後、次のステップとして独立されると、地域編集を生業
としながら、長野の古材販売会社の運営に関わったりと二拠
点生活をスタート。終始物腰の柔らかい白石さんですが、
2018 年には飛騨高山ジャズフェスティバルまで開催させると
いう「なりゆき」だけでは言い表せない実行力をお持ちです。

　そして 2020 年 2 月には㈱ M＆company を奥様の実果さ
んと立ち上げられ、古民家の移築再生事業「M」、ツアー事業
「JAPONISME」を行っています。
　「M」は環境問題について学んだ経験がきっかけとなりまし
た。飛騨には立派な古民家が多数ありますが、生活の変化で空
き家も増え、解体される例も増えています。そんな物件を再度
輝かせようと顧客とマッチングさせ、商業施設などとして移築、
再生させています。
　「JAPONISME」では実果さんの通訳ガイドとしての経験を
活かし、時世に合わせて海外向けのオンラインツアーを運営
しています。大手企業や自治体と組むこともあり、多くのお客
様を楽しませています。
　ジャズフェス運営では、「飛騨の人たちと飛騨で音楽を楽し
みたい」という思いで、今年も9月の開催に向けて準備中です。
　今後も「なりゆき」を大事にしながらも精力的に様々な事業
を展開されるであろう白石さん。活躍が楽しみですね！

は９月４日開催！

（地元割り引きチケットもあります！）
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