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 １０月７日、武儀生涯学習センターにて「伝説ロマンウォークの

会」による「はるかのひまわり」の袋詰め作業が行われました。 

このひまわりの種は昨年から同会が行っている「はるかのひま

わり絆プロジェクト」により、道の駅「平成」横のパターゴルフ場周

辺や中之保の休耕田に咲いたヒマワリから採れたものです。種は

道の駅「平成」で無償配布されています。 

「伝説ロマンウォークの会」会長丹羽さんは 「武儀地域を元気

づけるためにこの活動を去年から始めました。津保川地域にヒマ

ワリが広がるようにと願いを込めて今年も種を収穫し、道の駅のギ

ャラリーに１袋 40～50 個の種が入った物をおいてあります。種を

蒔いてみたい方、ヒマワリを広めたい方はぜひよろしくお願いしま

す」とお話されました。(可児) 
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▲川島京子さん画 

▲はるかのひまわり絆プロジェ

クトさんからお礼のお手紙を頂

きました。 

小中合同  資源回収のお知らせ 

日時  １１月２０日(土) 8：00開始(少雨決行) 

※実施不可の場合は１１月２１日(日)に延期 

開始時間までに各地域のゴミステーションに出してください 

回収物 

新聞紙（広告含む）・雑誌・ダンボール 

アルミ缶・ビール瓶・一升瓶・古着 

回収不可 

下着・毛布・布団・スチール缶・ペットボトル(キャップを含む) 

      はるかのひまわり絆プロジェクトとは       

阪神淡路大震災由来の「はるかのひまわり」を育て採取した種を配布す

る過程で由来を伝え、災害の悲惨さと共に命の尊さを再考する機会とする

事で、「人の尊厳」と「人との関わりの大切さ」を知る感性豊かな地域社会

を醸成する事を目的とする活動。 

▲収穫した種を袋詰めする様子 
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今年はできた体育祭  

１０月１３日（水）津保川中学校の体育祭が

開催されました。 

当日は雨が心配される天気でしたが、早朝よ

り校長先生はじめ先生方や生徒さん達のグラン

ド整備の甲斐あって、最高のグランド状況となり

ました。今年こそは体育祭を開催したいという生

徒さんの思いが天に通じたようでした。 

全力でグランドを駆け廻る津保川中の生徒さ

んの姿に参観の皆さんが感動されました。 

コロナ感染症が終息して普段の学校生活が

戻り、有意義な中学校生活になる事を願いま

す。 

詳しくは、以下の通りです。 

1.地震発生（サイレン）：午前 8時 30分 

各自治会独自の防災訓練のいろいろ 

（祖父川自治会） 

① 近所に声をかけながら避難 

② 消火栓の点検 

③ 非常用持ち出し袋の点検 

（大洞自治会） 

① 地震が発生したとの想定で自主防災会の開

催、関係者集会所に集合 

② 集会所避難者・自宅避難者の確認 

③ 要支援者の集会所への避難支援 

④ 集会所避難者はハイゼックスを活用した非常

食を自ら作り試食 

（粟野自治会） 

① 消火栓及び消火ホース・ノズルの点検 

（寺田自治会） 

① 初期消火訓練の実施 

（温井自治会） 

① 近年の災害事例を紹介し防災意識を高める。 

② ハザードマップを活用し、危険場所の再確認

を行う 

③ 高齢者や独居の方への呼びかけ 

④ 各班長で各班内住民の安否確認 

⑤ 避難場所の確認 

（小宮自治会） 

① 非常持ち出し袋を持参して安全な場所へ避

難する 

（乙亀自治会） 

① 今回から班ごとに集会所を設け実施、班長が

人員確認と参加でできなかった人の現状確

認、その後、班長が集まり、今後の訓練の在り

方の勉強会を実施 

（大門自治会） 

① 緊急連絡網による情報伝達訓練、最終者は

自治会長に報告 

（町自治会）＊９月１日に実施 

① 連絡ネットワークによる「短時間で全世帯の安

否確認」（特定小電力トランシーバーにより） 

② 連絡がとれない世帯へ会員が安否確認 

（多良木自治会） 

① 家庭でシェイクアウト訓練 

② 避難場所へ移動（同時に安否確認） 

③ 避難場所で点呼 

④ 多良木地区のハザードマップの確認 

その他にも、いろいろ独自の訓練をされた自治会

があることと思います。今後「地区防災計画」の策

定に向け、情報の共有をしていきたいと思います。 

令和 3 年度  関市総合防災訓練実施  

10 月 24 日（日）午前 8 時 30 より 

関市内全域で関市総合防災訓練が一斉に

行われました。今年度も昨年と同様に各自治会

（自主）中心となって創意工夫を凝らした防災

訓練が実施されましたので、その一部をご紹介

させて頂きます。 

まず、関市総合防災訓練としては８時３０分に

サイレンが鳴ると同時に避難を開始する事から

始まり、自治会長が避難者状況を関市に報告し

て訓練が終わるというものです。 

その後、自治会ごとに独自の訓練が行われま

した。コロナ禍ではありましたが、多くの自治会

が、以下のような独自の訓練を実施しておりま

す。 

〇自治会内に連絡網を整備し、安否確認を

行う 

〇ハザードマップの確認 

〇消火栓の点検 

〇情報伝達訓練 

〇避難誘導訓練 

〇非常食（ハイゼックス）を作る 等 
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ＮＰＯ法人日本平成村は「行政のできない行政サービス」と「行政のサポート」を目的として、武儀地

域の方々が知恵とお金を出し合って設立されました。現在では、福祉有償運送（福祉タクシー）を始め、

津保川地域巡回バスも数多くの方々にご利用いただいています。 

また、学習センターや図書館の管理運営のほか、通学路の除雪、ほがらかサロンなどの高齢者福祉、

青少年健全育成など幅広い活動や支援を行っています。 

平成 25 年度に策定した武儀地域振興計画に沿った町づくりを行うため、地域委員会制度を採り入

れＮＰＯ事業の活動を充実させています。 

今後もＮＰＯ法人日本平成村の活動をより一層充実させるためには、会員の加入率アップを欠かす

ことはできません。前年度は 90％以上の加入率となっていますが、地域の声・意見を行政に伝えるた

めにも、会費の納入につきまして、皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。会費は 11 月上旬か

ら、各自治会を通じて集めさせていただきます。 

なお、有償運送をご利用の方は必ず納入をお願いいたします。 

ＮＰО法人日本平成村の実施事業は右の通りです。 

年会費の種類と金額 

（１口） 

①正会員（2,000円） 

ＮＰＯ法人の活動を企画

推進することを目的とし

て入会した個人（総会に

出席していただく会員） 

②賛助会員（1,000円） 

ＮＰＯ法人の活動に賛同

して支援するために入

会した個人（総会に出

席していただかない会

員） 

③特別会員（5,000円） 

ＮＰＯ法人の活動に賛同

して、支援するために入

会した法人及び団体 

  

Ｎ Ｐ Ｏ 法人日本平成村  年会費納入のお願 い 

ＮＰＯ法人日本平成村の実施事業（令和 2年度決算から） 

内ＮＰО
会費充当額

福祉有償運送事業 3,612,269 397,633 福祉タクシー

福祉サービス事業 54,882
乳幼児保険料補助 1,680円、見守り
隊ポロシャツ作成22,215円、子供用
品リサイクル事業 30,987円

津保川地域バス
運行事業

30,068,414
武儀地域デマンドバス、上之保地域
巡回バス

まちづくり活動事業 3,149,195

地域委員会人件費 397,690円、ＮＰ
О通信 224,020円、体験プログラム
経費 42,863円、武儀ファミリーサ
ポート事業 10,342円、しあわせの気
の森通路改修工事 1,650,000円、中
西進執筆指導料 500,000円、くらし
のカレンダー 313,179円、ホーム
ページ 11,101円

生活環境保全事業 223,302

しあわせの気の森借地 10,000円、し
あわせの気の森草刈り経費 9,522
円、しあわせの気の森清掃業務
60,000円、しあわせの気の森草刈り
委託 120,000円、ササユリ保護
23,780円

文化の伝承事業 55,371
武儀のむかし話伝説ロマンウォーク
活動費

生涯学習センター
管理運営事業

23,429,381 生涯学習センター管理運営経費

図書館管理運営事業 1,574,924 図書館管理運営経費

グラウンド受付業務 654,038 武儀地域内スポーツ施設管理事業費

青少年育成活動事業 98,605 73,860
青少年健全育成協議会補助金 73,860
円、成人式集合写真プレゼント
24,745円

ＮＰО管理事業 926,507 926,507
ＮＰО管理費 904,507円、法人税
22,000円

合　　　　　　計 63,846,888 1,398,000
正会員会費 230,000円、賛助会費
858,000円、特別会費 310,000円

事業名 決　算　額 明　　　　　　　　細
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１月から武儀地域協力隊

として活動。現在武儀の

新しい特産品としてキヌア

の栽培に挑戦中！ 

つい先月まで日差しも強く暑い日が続いていまし

たが、朝晩とだいぶ寒くなり秋本番を感じています。 

日中は過ごしやすい気候になり、２回目のキヌアの

収穫や行楽など、これからの紅葉シーズンが今から

楽しみです。 

先月、脱穀と選別を終えたキヌアは最終段階の精

白の工程に入り、専用の機械にて今年収穫できた分

を全て精白しました。 

その後パッケージングをひとつひとつ手作業で行

いました。ラベルのイラストはペルーでロックダウン中

に描いていたキヌアのボールペン画を使用し、今年の

収穫分を形にすることができました。 

初めてのことばかりで色々と試行錯誤する機会も

多くありましたが、武儀地区での栽培は可能であると

実証し、栽培していく上での注意点などがわかったの

で非常に勉強になりました。 

種まきからここまでこられたのも色々な方のサポー

トがあって出来たことです。まずは武儀の方々にキヌア

がどんな食べ物なのかを知って頂きたいので、感謝

の気持ちを込めて武儀生涯学習センターにてキヌア

の試食会を開催しようと思います。キヌアに興味のあ

る方はどなたでもお越しください。 

▲精白前のキヌア 

▲精白を終えたキヌア 

▲パッケージのイラスト 

【日時】１１月１２日(金)13：00～15：00 

【会場】武儀生涯学習センターエントランス 

 

キヌアを使ったメニューをご用意し

てお待ちしております！ 

内容は当日のお楽しみ♪ 

白川の道の駅や本町 BASEで販売 

１回目の収穫の後、９月に蒔いたキヌア(柳瀬) 
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せきとる net を始めてみませんか？  

スマホやパソコンから学習センター・グラウンド・テニスコートの予約ができます 

便利なポイント！ 

⚫ スマホやパソコンから２４時間３６５日いつでも関市の公共施設

の空き状況の照会・予約申込ができます 

⚫ 使用許可申請書の記入・窓口への提出が原則不要になります 

⚫ 申請が承認されるとメールで許可書が配信されます 

⚫ 口座振替に対応した施設では口座振替を申し込むことで、ひと

月分の料金をまとめて口座から自動引き落としできるようにな

ります 

利用者登録をしましょう！ 

⚫ 利用者登録申請をすると「利用者カー

ド」に記載された番号とパスワードで予

約システムにログインできるようになり

ます 

⚫ 施設グループごとに対象施設が異なり

ます。複数の施設グループを利用する

場合は「追加使用施設依頼書」を提出

してください 

⚫ 空き状況は利用者登録なしでも確認で

きます 

⚫ せきとる net は関市ホームページから開くことがで

きます。 

⚫ 予約手順の詳細はせきとる net トップページからダ

ウンロードできる操作マニュアルをご確認ください。 

⚫ 予約できるのは２０２2年4月１日からの利用です。 

⚫ 施設ごとに予約できる期間が異なります。 

窓口で予約する場合 

関市ではインターネット予約を推進していますが、インターネットが使えない方や年１回だけ使いたい

場合などは武儀生涯学習センターの事務所で今まで通り申請書での予約を受けつけます。 

この場合は職員が申請書の内容をせきとる netに入力・承認を行います。 

  

施設グループ例 

施設名 グループ 申込先 

武儀生涯学習セ

ンター 

ふれあいセンター／

生涯学習センター 

NPO 法人日本

平成村 

富・中・下之保グ

ラウンド、中之保

テニスコート 

体育施設(その他地

域) 

NPO 法人日本

平成村 

旧中濃高校 学校開放施設 武儀事務所 

旧中濃高校と富之保グラウンドを使う場合は２か所で申請が

必要です。よく使う施設で利用者カードを発行した後、その番

号を記入した「追加使用施設依頼書」を２つ目の施設で提出

してください。 

▲予約システム画面 
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〈コラム武儀〉 

１１月から新しく、土屋恵梨

菜さん（中之保）が福祉有償

運送と津保川地域巡回バスの

運転手に加わります。 

皆さま、よろしくお願いいた

します。(池田) 

武儀地域の人口 （単位：人） 
地域名 男 女 計 

対前月比較 -2 -7 -9 

富之保 511 549 1060 

対前月比較 -2 -2 -4 

中之保 410 426 836 

対前月比較 0 -1 -1 

下之保 531 538 1069 

対前月比較 -4 -10 -14 

小計 1,452 1,513 2,965 

令和 3年 10月１日現在 

住民基本台帳人口 

（関市ホームページより） 

サロンについて 

新型コロナウィル

ス感染防止のため、

当分の間、中止とさ

せて頂きます。 

再開できるように

なりましたら、お知

らせします。 

休館日のお知らせ 

１１月 1、8、15、22、２９日(月)、４日(木)、２４日

(水)は休館いたします。新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、ご来館の際はマスクの着用、手の

消毒、入場同意書の記入をお願いいたします。 

本 ビ ン ゴ 開 催 中 

開催期間：11月 30日(火)まで 

会場：関市立図書館武儀分館 

 

本を借りてビンゴを２列揃えると景品をプレ

ゼント！ 

参加希望の方は受付へお申し出ください。 

山本文緒 作品紹介 

少女小説でデビュー後、一般文芸に転向。多くの

作品がドラマ・映画化。巧みな心理描写に定評が

ある。小説の他にうつ病の闘病生活を記したエッセ

イも発表している。 

「ファースト・プライオリティー」 

あなたの最優先事項は何ですか？３１人の３１歳女

性、それぞれの最優先事項を描く短編集。 

「プラナリア」 

働かないことをテーマにした短編集。直木賞受賞。 

「落花流水」 

変転を続ける女性の６０年にわたる人生と家族、愛

を描く。 

「恋愛中毒」 

吉川英治文学新人賞を受賞。恋愛にのめりこみす

ぎて道を踏み外していく女性を描く。 

「眠れるラプンツェル」 

退屈な日常を過ごす主婦の生活が一変する様を

描いた恋愛長編。 

「ばにらさま」 

日常風景が一転する 6つの短編集。 


