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5月 1日、道の駅平成しあわせの気の森にて

国文学者中西進先生が詠んだ短歌の彫られた

石碑が完成し、その除幕式が行われました。 

この除幕式には尾関健治市長をはじめとする

来賓、関係者の方々が出席しました。 

歌碑は高さ 1.5 メートル、幅約 60 センチ。中

西先生直筆の字で「平成野に初花咲けり令は

しく風和かに光聚めて」と彫られています 。 

「元号しあわせの架け橋短歌大会」の募集も開始され、短歌のテーマは中西先生提案の「しあわせ」

になりました。日本平成村のホームページで詳細を見ることができますので、奮ってご応募ください。 
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▲川島京子さん画 

第１回元号しあわせの架け橋短歌大会２０２２ 

作品募集中！ 

短歌大会詳細はこちら 

日本平成村ホームページ 

小中合同資源回収のお知らせ 

日 時：６月１１日(土)８：００開始 

※少雨決行、実施不可の場合は１２日

(日)に延期になります。 
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、ペットボトル(キャップは

外してください)、牛乳パック

（1L タイプ）、古着 

回収不可：下着、毛布、スチール缶、1Ｌタイプ

以外の牛乳パック(ジュース含む) 

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 

ごみゼロ運動ご協力ありがとうございました 

関市では毎年地域の美化活動の一環として

一斉清掃をごみゼロの日に行っています。 

武儀地域においては、５月１５日（日）、２２日

（日）及び２９日（日）に各自治会の都合に応じて

実施し、道路・河川のごみ拾いや草刈り作業を行

っていただきました。 

自分の住んでいる地域を美しく快適にする思

いで多くの皆さんに参加していただくことができ

ました。みなさん本当にありがとうございました。 

日頃から環境美化の推進に努めていただき、

空き缶や紙くずのポイ捨て、犬猫のふんの放置を

しない、させないなどマナーを守り環境美化に努

めて美しいふるさとにしていきましょう。(自治会) 



 NPO法人日本平成村通信 令和 4年 6月 1日 

-2- 

 

 

 

  

自治会武儀支部定期総会 
令和４年度定期総会は、コロナ対策にて初めて会場を学習セン

ター多目的ホールに移し、4 月 22 日に全自治会長参加のもと、開

催いたしました。総会では新武儀支部役員の承認をいただき、富・

中・下からの女性役員の参画を含め、新体制となりました。前期の

自治会活動はコロナ感染対策にて、活動のほとんどが中止となりま 

したが、今年度より地域のコミュニティーの継続のため、各自治会長及び行政と知恵を絞り、地域

のためとなる行事の復活を考えています。最後になりましたが、令和３年度をもって武儀支部役員

退任されました６名の方々には、コロナ過の中役員として活動いただき感謝申し上げます。   

関市自治会連合会武儀支部長   美濃羽 哲彦 

<自治会による地区防災計画発表会開催> 

自治会武儀支部定期総会に合わせて、地区防災計画発表会が

開催され、粟野自治会（土屋久行様）・若栗自治会（鷲見明様）・

町自治会（梅村清一様）の３自治会による発表が行われました。 

各自治会の特性を踏まえた計画内容となっており、地区全体で

取り組む姿勢を強く感じました。 

今回作成された計画が実現可能であるかどうか、課題は何であ 

るかなどを検証しいていく必要がありますので今後防災訓練等において実証実験をお願いし、更

にグレードアップした計画内容に改善していただく事を願っています。 

令和 4年度  

留守家庭児童教室 

＜西教室＞ 

  1 年生から 3 年生までの７人が

利用しています。 

指導者 松葉恵子さん 

   井戸直子さん 

＜東教室＞ 

  1年生から 4年生までの 20人

が利用しています。 

 指導者 土屋 緑さん 

   長尾武子さん    

子供たちは元気に活動しています。 

中濃地区交通安全協会武儀支部の活動 

  《交通安全啓発運動》  

４月８日(金)午前１０時から、道の駅「平成」に交通指導

所を開設し、関警察署・安全協会武儀支部役員と安全協

会富之保女性理事のみなさんで、道の駅「平成」利用者に

『交通事故防止』・『交通事故死ゼロ』の呼びかけをしまし

た。  
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ゴールデンウイークを過ぎ、田んぼには稲が揺れ始

めました。 

昨年の秋に畑に入れたニンニクと玉ねぎの苗が非

常に大きくなり、あともう少しで収穫できそうです。 

また昨年収穫した南瓜・茄子やズッキーニ等の種か

ら芽出しを行っていた苗も大きく成長したので、順に畑

に移していこうと思います。 

４月はじめに蒔いたキヌアの種は、品種や場所により

芽が出にくい所もありましたが、今は大きいもので腰の

高さ程になり、先端に実を付けしっかりと成長していま

す。品種によって茎の色が赤色だったり、大きく成長し

てから実や葉の色がとても綺麗な色に変化したりする

ので、品種が増えた今季は成長過程も非常に楽しみ

です。 

春に予定していた分の畑の畝作りと種まきは、キヌア

栽培の協力してくれている方々のおかげで予定通り終

えることができました。 

また昨年よりも耕作面積が増えたため、種まきは以

前のやり方より効率よく均等に蒔けるよう種まき機を導

入しました。東京農大やキヌア農家さんとのミーティン

グで得た知識を踏まえて新しい栽培方法にチャレンジ

しています。おそらく 2 か月後には綺麗なキヌア畑が広

がっていると思っています。 

日中は過ごしやすい気温になってきました。みなさま

屋外での良き一時をお過ごしください。 

 

岡田
お か だ

 丈
じょう

太郎
た ろ う

 

武儀地域協力隊として活

動中。現在武儀の新しい

特産品としてキヌアの栽

培に挑戦中！ 

▲ニンニクと玉ねぎ畑 

▲種まきから１か月後の畑 

▲実が付きはじめた 
キヌアの苗 

▲種まき機 

武儀小学校４年生が稚鮎の放流体験 

4 月 22 日(金)、武儀小学校の 4 年生 13 名が稚鮎の放流

を体験しました。 

バケツを手に持ち、長靴をはいた児童たちは、津保川漁業協

同組合富之保支部の指導を受けながら、富之保地域を流れる

津保川に稚鮎約 3，000匹を放流しました。 

稚鮎の放流を体験した児童たちは「鮎が可愛かっ

た」「早く大きくなってほしい」と話していました。 

今年の鮎の友釣り解禁は、6月 5日(日)です。 

 

腰の高さまで大きくなったキヌア 

🐠🐡🐟 🐠🐡🐟 
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課題図書の貸出について 

 

今月のオススメ本「お金を学ぶ本」 

２０２２年４月から全国の高等学校で 

「金融教育」が必修になりました 

 

 

 

6月休館日 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

休館日のお知らせ 

６月６、１３、２０、２７日(月)は休館いたします。 

関市立図書館本館（わかくさ・プラザ）は６月５日

～２０日の期間、臨時休館します。分館分室は通常通

り開館します。本館の資料は通常通り武儀分館の窓

口で予約貸出できます。 

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。 

 

「小学生から知っておきたいお金

のはなし」たけやきみこ(監修) 

お金の使い方、お金のしくみ、お

金と仕事について章を分け、考え

ながら学ぶことができます。 

「レモンをお金にかえる法“経済

学入門”の巻」 

「続・レモンをお金にかえる法“イ

ンフレ→不況→景気回復”の巻」

ルイズ・アームストロング 

レモネードを売るこどもたちを主

人公にした経済学を学べる絵本。

簡潔にわかりやすく市場のしくみ

を知ることができます。 

【貸出期間】１週間 

通常の本と貸出期間が異なりますのでご

注意ください。 

【予約】受取館のみ対象 

武儀分館で受け取る場合、武儀分館の

本のみが対象となります 

【取り置き】３開館日 

期間を過ぎた場合、次の予約者に貸出し

ます。 

【返却】必ず借りた図書館に返却してくだ

さい。違う図書館の本は返却を受け付け

ません。 

編集後記 

今年も無事、小学生の稚鮎の

放流体験が行われました。 

津保川漁協組合の新しい津保

川PRポスターに私の撮った鮎釣

り体験の取材写真などが使われ

ました。 

色々なところに貼られているの

で、ぜひ見てください。(三村) 

武儀地域の人口 （単位：人） 

地域名 男 女 計 

対前月比較 -1 0 -1 

富之保 510 545 1,055 

対前月比較 -1 0 -1 

中之保 407 417 824 

対前月比較 -9 -5 -14 

下之保 506 526 1,032 

対前月比較 -11 -5 -16 

小計 1,423 1,488 2,911 

令和 4年 5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。 


