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下滝
LINE 公式アカウント始めました。

かみたき

まち協広報に載せてほしい情報などを募集

しています。ぜひご登録ください。

上滝

アカウント名【荘川町まちづくり協議会】
※こちらから発信することは基本的にありません。
※グループアカウントとは異なりますので他の方に
トークが見られることはありません。
令和４年 6 月１日現在
( )内は前月対比

総人口 １，０１８（＋１） 総世帯 ４０３（＋１）
女
５３１（－１）
男
４８７（＋２）

しょうかわ～友達の輪 ㉒
荘川を担う若者から高齢者まで広い範囲で、荘川に思う事
そして荘川の好きなところ等を掲載しています。
第２2 回目は、清水 亮太さんを紹介します。
●屋号

ちゅうざ

●現在の仕事

農家（ミレットガイヤコーポレーション）

●現在はまっていること

音楽、K-POP、映画、バドミントン

●荘川の好きなところ
★高速インター入口に新しいホテルができたこと
●これからの荘川について思うこと
★自然環境を大切にしていかなければと思います。
人口が減ってきているので少しでも荘川の良さを知ってもらって
増えたらいいなと思います。

荘川化石フォーラム 2022 の開催について
岐阜の手取層群に関する新知見や約 35 年にわた
る岐阜の恐竜化石研究に加え、最新の研究成果や
これからの展望について講演会を通して紹介し、
化石発掘体験、ワークショップを開催します。
是非ご参加ください。
○日時:令和 4 年 8 月 7 日 (日)
午前 9 時～午後 3 時
○場所:荘川総合センター
○問合せ先:岐阜県博物館 電話 0575-28-3111
(講演会や化石発掘体験は事前予約が必要です)

第 10 回飛騨高山ウルトラマラソン
6 月 12 日（日）にウルトラマラソンが開催
されました。当日は 2803 人のランナーが高山
の各地を快走しました。
ボランティアとして【荘川べっぴん桜】が
どぶ汁とミニトマトを提供しました。

ミズバショウを獣害から守るため電柵設置
6 月 12 日（日）山中峠で電柵設置が行われまし
た。岐阜大学安藤教授の指導の元、岐阜大学の学
生と寺河戸町内会の皆様、森林管理署職員、支所
職員など約 35 名が参加しました。
年々ミズバショウも増えつつあります。

身近な渓谷に涼を求めて

←上滝（かみたき）
七間飛林道（しちけんとびりんどう）の起点から約 3.8km に位置
し、流域の面積から流量は少なく多段に流れる※段瀑（だんばく）
です。この山地は、当地を治めた内ヶ島氏理の安土桃山時代から金
森長近が治めた江戸時代初期にかけて鉱山開発が盛んで金山谷は金
が五升採れたとの風説から五升谷の地名も残されている。また栃木
谷の坑道からの湧水は荘川の簡易水道の水源である。

和合の滝(わごうのたき)
→
七間飛林道の起点より約 4km で上滝金山流域と七間飛流域が合流す
る谷間から約 100m 下流に位置し落差は 5m 位で水量は多く
※直瀑（ちょくばく）に近いです。
急峻なこの流域の木材搬出は、大正の頃まで※鉄砲流しが行なわれ
堰(ダム)を作り水を貯め集めた山出しの木材は、堰を切って、水と一
緒に庄川の合流まで一気に流送された。
←下滝(しもたき)
岩瀬林道の起点から約 400m に位置し滝ヶ谷を流域に大谷に入る
流量は少なめですが、落差の有る岩肌を滑るように流れ落ちる
※滑瀑（かつばく）です。
下滝には、「下滝の力持ち」の伝説(下記参照)や昔よくシシ(猪)
が出て農作物を荒したため石を何段にも積み上げた「シシガキ」が
残っています。

※段瀑
水の落ち方から見た滝の分類の一つ。落ち
口から流れ出た水が、途中で岩などにぶつか
って段を作りながら落下する滝のこと。二つ
段のあるものを二段瀑、三つのものを三段瀑
という。
※直瀑
水の落ち方から見た滝の分類の一つ。水の
落ち口から、岩壁を離れ、また岩壁に沿って
ほぼ垂直に落下する滝のこと。
※鉄砲流し
堰を築いて川水を貯め、そこに山出しの木
材を集めておき、一気に堰を開いて木材を流
し出して運搬する方法。
※滑瀑（かつばく）
岩肌を滑るように流れ落ちる滝。水量によ
り扇状や糸状になることが多い。

下滝の力持ちの伝説
下滝(荘川村岩瀬)の若山忠右衛門のうしろ山に、
一本の大きい松の木が生えていて、夜になるとその松の
木に不思議な火がともるので、村人は神様松といって
おそれていた。その木の根もとに不動さまがまつってあっ
た。
忠右衛門は、ある時、この不動さまにおまいりして力
持ちになりたいと願ったところ、不動さまはその年一年
かぎりの力をお与えになった。
忠右衛門は力を試してみようと思って、郡上へ旅し
た時、道端にあった大石を軽々と差上げての大木につ
るしさげた。これをみていた若者たちは、よもやそれを下へ
おろすことは出来まいというと、忠右衛門はその大石を
抱えて大地へどっと投げつけると、大地に大穴をあけて
深くめりこんだ。これをみて若者たちはその大力にあきれ
かえってしまったという。

７月の行事予定
ＮＯ.２７

高山市図書館荘川分館

１０日（日）参議院議員選挙投票日
２１日（木）全市一斉ラジオ体操
会場：荘川小学校
２４日（日）消防団西ブロック合同訓練
２９日（金）ハローワーク巡回
３０日（土）トヨタ労連夏祭り

【特集のご案内】
「夏の楽しみ方いろいろ」
あなたは山派？川派？それとも海派？
夏を楽しむ本を紹介します。
【7 月休館のお知らせ】
４日（月）、１９日（火）

第５１回飛騨地区中体連 陸上競技選手権大会
1 年男子

100m

7位

山下 兼汰

1 年女子

800m

6位

大澤 百恵

2､3 年女子

800m

7位

大澤 日和

令和 4 年 6 月 18 日
於：中山競技場

飛騨地区社会人バドミントン大会
男子ダブルス（70 歳以下） 3 位 山前
※2 人の年齢を （101 歳以下） 2 位 木下
足して
（101 歳以下） 3 位 中井
吉田
混合ダブルス 初心者の部
混合ダブルス 初心者の部

翔吾
靖
浩二
典生

2 位 高田 優子
鈴木 建一
鈴木
建
3 位 水尻 成美
清水 亮太
亮太
清水

メールアドレス変更しました

町民ひろば

✉showkawamck@
hidatakayama.ne.jp

一色の山に咲いている九輪草（クリンソウ）

荘川町まちづくり協議会

令和 4 年 6 月 19 日
於：高山ビッグアリーナ

荘川の花シリーズ

です。花の形がお寺の仏塔の屋根の「九輪」
に似ていることから名前が付きました。

先月号のタンポポの違いの正解を発表します。

町屋の杉之下さん宅で大切に
花びらの付け根にある総苞（そうほう）という場所のガ 育てている岩躑躅（いわつつじ）で
ク（総苞編）（そうほうへん）が閉じているのが日本タン す。 花の形が筒状であることが名
ポポで反り返っているのが西洋タンポポです。今度タン 前の由来になったそうです。
ポポを見る時はよーく観察してみてください。

編集後記
新型コロナウイルスによる行動制限もだいぶ緩和されてきましたね。先日久々に家族で岐阜方面へ出掛けたときのこと。
あまり遠出をしたことがない 4 歳の息子は、100m 程の信号待ちの車の列を見て、「すごい渋滞してるね！」と驚いた様子。
子どもの純粋さを感じつつも、外の世界をもっと体験させなければと思った瞬間でした。今年の夏は感染対策をしっかりし
ながら旅行を楽しめるといいですね！💮Y・K 《広報委員》三島 加津彦・坂上 剛・湯口 健太・桒田 雅美
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