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第 4６号 平成 30 年７月 1 日発行 国府町の人口  平成 30 年 6 月 1 日現在 
 

総人口 ７，５６６人（＋ ４人） 

  男 ３，６８８人（＋ ４人） 

  女 ３，８７８人（＋ ０人） 

世帯数 ２，５６２戸（＋ ５戸） 
   （ ）内は平成 30 年 4 月 30 日との比較 
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73 年前の 
広島のはなし 
－あの日、小学生だった 

八幡照子さんによる被爆証言会－ 

７月７日 13:30（13:00 開場） 

こくふ交流センター研修室 
参加無料 

被爆者の平均年齢は、現在〇歳。記憶のある被

爆者の方から直接お話を聞ける機会は、あとどれ

くらいあるでしょうか。ぜひこの機会に生のお話

を聞きに来ませんか？ 

主催：国府町まちづくり協議会  後援：高山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※雨天延期・予備日７月６日（金） 

荒城川沿いを木曽垣内・山王橋まで、蛍を観賞

しながらウォーキングします。 

 参加無料・予約不要  

 
７月 12 日（木）13:30～15:00 

こくふ交流センター多目的室 AB 

＊参加費：無料 

＊定 員：25 名  

＊申 込：申込〆切 7 月 10 日（火） 

国府町まちづくり協議会 TEL/FAX72-4480 

土 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月５日（木）19:00 

集合場所：国府福祉センター前 

参加無料・予約不要     

荒城川沿いを木曽垣内から漆垣内の山王橋ま

で、蛍を観賞しながらウォーキングします。※

雨天延期・予備日７月６日（金） 

 
７月 12 日（木）13:30～15:00 

こくふ交流センター多目的室 

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吹き矢の講習会です。 

＊参加費：無料 ＊定 員：25 名  

＊申 込：申込〆切 7 月 10 日（火） 

国府まち協（F 兼）72-4480 

土 

73 年前の 

広島のはなし 
あの日、小学生だった 

八幡照子さんによる被爆証言会 

7 月7 日 13:30（13:00 開場） 

こくふ交流センター研修室／参加無料 

被爆者の平均年齢は、81 歳。記憶のある

被爆者の方から直接お話を聞ける機会は、あ

とどれくらいあるでしょうか。ぜひこの機会

に生のお話を聞きに来ませんか？ 

主催：国府町まちづくり協議会  後援：高山市 

夏休み親子歴史体験教室 

 

「歴史のまち国府」を親子 

で楽しんでもらおうという今 

回の企画。こう峠口古墳の見学や、 

勾玉づくり体験を行います。先着 20 組です

ので、ご興味のある方はお早めにお申込くだ

さい！＜申込＞国府まち協（F 兼）72-4480 

 

災害時に役に立つ！ 

ロケットストーブ制作 
希望者募集 

防災時に暖を取ったり、 

料理をしたりと大活躍 

してくれるロケットス 

トーブの講習会です。 

８月１８日（土） 

福祉の里 

（「ふるさと夏祭り in 国府」会場内） 

材料費のみ 7,000 円      

８月１１日（土）までに国府ま

ち協☎72-4480 へお申込みください 

日時 

場所 

費用 

申込 

荒城川の源流を訪ねる小さな旅 
８月４日（土）8:00～14:00 頃 

集 合 こくふ交流センター前 8:00 集合 

訪問地 丹生川町折敷地 木地屋渓谷 

参加費 500 円（保険料を含みます） 

対象者 成人男女 

申 込 先着 20 名・7 月 28 日（土）締切り 

    国府まち協 TEL/FAX72-4480 

持ち物 □弁当・飲み物 

□滑りにくくぬれてもよい履物 

□着替え・履物（帰り用） 

     □濡れたものを入れる袋 

□タオル数枚  □帽子  □リュック 
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 ６月 20 日（水）高山市民防災研究会をゲストにお迎えし、防災講演会が行われました。今回は、

災害時の避難所の運営について学ぶ講演とワークショップを実施。ワークショップでは、小グルー

プに分かれて、避難所の図が書かれた B 紙を囲み、次々に出される課題を解決していきます。課題

は、例えば「洗濯場と干す場所を決めてください」「支援物資の毛布が届いたので、置く場所を決め

てください」「犬を連れた方が避難してみえました」など、多岐にわたります。ワークショップが終

わると、防災士の方からアドバイスが。「洗濯物の干場を外に設置されたグループもありましたが、

下着の盗難なども考えられます」など、過去の例を活かした学びがあり実践的で、とても充実した講

習会となりました。参加者の皆さん、ご協力下さった皆さん、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月３日（日）、午前９時から四十八滝山野草花園にて、クリンソウ鑑 

賞会を行いました。幅広い年齢層の方がご参加くださり、総勢 48 名での

鑑賞会となりました。参加者のみなさんは、クリンソウが咲き乱れる姿を

ゆっくり観賞したり、写真に収めたりと、楽しんでいました。 

             ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。 

 

 

 

 

講習を希望するグループは、希望 

日時と場所を事前に連絡をお願いし

ます。 

◆講習人数：３名～ 

◆講習料：無料 

◆申込み：準備の都合上、１週間前ま

でにご連絡ください。 

国府まち協☎72-4480 

「ひきこもり UX 女子会 in 高山」次回を期待する声も 

 6 月９日（土）、ひきこもり状態にあったり、対人関係の難しさを感 

じているなど、様々な生きづらさを抱えている女性を対象に、交流会を 

行いました。15 名（うち当事者 12 名）の方がご参加くださいました。 

ご参加くださった皆さん、ありがとうございました。 

前半では、当事者の体験談を、後半は「人間関係」や「夢ややりたいこと」「私の生きづら

さ」などテーマごとに分かれて、グループトークを行いました。みんなでお茶をしながら、思

い思いに話をしていただくことができ、とても穏やかな会となりました。 

 次回を期待する声をいただいたことから、今後も定期的に開催する予定です。予定が決まり

ましたら、本紙やほか広報紙などでお知らせします。 
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溌剌
はつらつ

女子高生に 

取材しました！ 

宇津江の北村瑠奈さん（高３）は、吉

城高校の生徒会長です。同校の生徒会長

は、飛騨市出身の方が多く、国府町で女子生徒と

いうのは大変珍しいのです。瑠奈さんは、先輩の誘いで、１・２

年と生徒会の役をしてきたので、その経験を生かそうと３年生に

なったこの４月に生徒会長になられたそうです。 

 今は柏葉祭（吉城高校の文化祭）にむけ

ての取り組みや、生徒総会で各クラスか

ら出た要望に対する改善のための話し合

いなどをしているそうです。 

 「ＹＣＡ（吉城地域きらめき）プロジェ

クト」というボランティア組織があり、そ

のリーダーが友達ということもあり、生

徒会とは互いに協力し合っています。地域の高齢者施設で、交

流会や清掃ボランティアをしたり、古川祭りで外国語ボランテ

ィアガイドをしたりと、活躍の幅は広いようです。 

「吉城高校はどんな学校？」という質問に対しては「おとなし

そう、というイメージがあるようだけど、実際は、みんな個性的

で明るいです」とのことです。実際、瑠奈さんも中学校ではバレ

ーボールをやっていて「じっとしてるより体を動かしてる方が好

き」とのこと。スマホも必要なときに使うだけ、とは、活動的な

瑠奈さんらしい。 

国府の町がこれからどうなっていくといい？という質問には、

「これからお年寄りが増えていくと思うから、みんなで協力していけるといいと思う」とは、誠に心

強い言葉です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと歴史講座① ～飛州第 31 号を読む～ 
 『飛州第 31号』に掲載されている 岡村利平著「廣瀬亀塚古墳発掘記事」を読んでみ

ませんか？講座では、酒井松彦先生の解説のもと楽しく読み進めていきます。初めての方

も大歓迎！！ぜひ、お誘いあわせの上ご参加ください。＜事前申込みは不要＞ 

日時・場所：７月１３日（金）PＭ７：３０～ こくふ交流センター2 階 

参 加 費：２００円（資料代）当日集めます。 

【問合せ】飛騨国府の歴史を学ぶ会 梶（090-5458-0200） 

＊＊＊写友会 作品展示中＊＊＊ 

こくふ交流センター・ホワイエでは、写友会さんの 

作品を展示しています（７月３１日まで）。次回８月１ 

日～９月９日は、みやび陶芸クラブさんの作品を展示 

予定です。お楽しみに。お気軽に素敵な作品を見に来 

てくださいね（観覧自由）。 
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ハローワーク高山巡回職業相談日 

日 付：7 月 4 日（水） 

時 間：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 

7 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 

3 日（火） ベビースイミング 飲み物 B＆G プール 

12 日（木） 金山まゆみ先生と子育て相談 飲み物 児童館 

19 日（木） 7 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。 

 

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 

（7 月 11 日、18 日、25 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 7 月の休館日＞ 

7 月 9 日（月）、17 日（火）、23 日（月） 

結婚相談日 ※毎月開催 

日 時：7 月 4 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：7 月 23 日（月）～25 日（水） 

場  所：こくふ交流センター（国府支所） 

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 

※肺がん検診及び健康診査（39 歳以下）も受けられます。 

夏の交通安全県民運動 

期間 7 月 11 日（水）～20 日（金） 

スローガン 

 「ゆずりあう心で 夏の交通事故防止」 

地域プライド事業 はじまります！ 

今年度高山市では、地域の住民が誇りに思ってい

る資源について、地区住民と協力して活用策の検討

等、地域の活性化と地域資源の保全を図る「地域プ

ライド事業」を進めます。 

国府地区では、昨年度実施した「てんこもりツア

ー」を受け、東京都市大学都市生活学部と連携し、

若者の感性、外部の視野を取り入れた活性化策を検

討します。 

 今後、学生によるフィールドワークや意見交換会が

開催されますので、ご理解ご協力をお願いします。 

<地域プライド事業に関する問合せ> 

国府支所地域振興課 72-3111 

 ６月 10 日（日）、今年も「第７回飛騨高山

ウルトラマラソン」が行われ、B＆G 体育館

前を含め、各地区でエイドが準備され、また

沿道では応援に出てくださる方も多く、大会

は大いに盛り上がりま 

した。今年は 3,172 

名が出走され、2,443 

名が完走しました。 

皆さま、ご協力ありがとうございました。 

 

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

