
町 民 ひ ろ ば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特集のご案内】雑学王をめざせ！ 

「なるほど！」「そうだったのか！」と 

他人に教えたくなるような雑学を 

紹介します。 

【１１月休館のお知らせ】 

４日（金）  ７日（月） 

２１日（月） ２４日（木） 

７日（月）～１１日（金） 

リフォーム製品フェア 

１０日（木）桜講演会 

１２日（土）ふれあい研修大会 

２５日（金）ハローワーク巡回 

◇荘川町まちづくり協議会事務所 ＴＥＬ＆ＦＡＸ０５７６９ー８ー６００５  ✉showkawamck@hidatakayama.ne.jp 
 
 

編集後記 
総人口 １，００８（－６）   総世帯 ３９９（－１） 

男       ４８１（－２）       女        

 

令和４年 10 月１日現在  

  ( )内は前月対比 
 

 10月は荘川でも多くのイベントが開催されましたね。スポーツに汗を流したり、久しぶりに同級生と会うことが
できたり、楽しい時間を過ごせたのではないでしょうか。まだまだ油断は禁物ですが、みんなで荘川の活気を取り
戻していきましょう。  Y・K《広報委員》三島 加津彦・坂上 剛・湯口 健太・桒田 雅美 

 

1１月の行事予定 高山市図書館荘川分館 

                      

●不要雑誌・図書リサイクル 
日時：10月 29日（土） 

午前 10時 30分～11月 6日（日）午後 3時 
場所：荘川総合センター廊下 
内容：保存期限の過ぎた雑誌、不要となった図書

を無料提供します。 
※資料がなくなり次第終了します。 

第 52回岐阜県中学生新人陸上大会 

11 月 12 日（土）にふれあい研修大会

を開催します。 

地域の方と荘川小学校の思い出を語る

場を設けます。 

町民の皆様はどなたでも参加可能で

す。ぜひお越しください。 

荘川分館イベントのお知らせ 

【ふれあい研修大会のお知らせ 

 

５２７ （－４ ） 

先月の答え：たくさんのご回答

ありがとうございました。下記

の写真は昭和 15 年頃建設された

初代診療所でした。場所は現在

のデイサービス周辺です。 

ＮＯ.31 

●おはなし会スペシャル 
日時：10月 30日（日）午前 10時 30分～11時 
場所：荘川分館 
定員：10名程度 
内容：荘川読書サークルさんによる読み聞かせや手

遊びを行います 
☆工作キットのおみやげ付き 

※イベントはすべて、入場無料・申込不要です。 
イベントの実施予定は変更になる場合があります。 

 

女子 1年 800m ７位  大澤 百恵 

第 44回全飛少年剣道大会 

小学校団体の部   準優勝 荘川少年剣道クラブ A 

（A級）    （渡邉 佑月・三島 菜桜・井口 大夢） 

中学男子団体の部 第３位 荘川中学校（渡邉 慶介・三島 陽樹） 

中学女子団体の部 優 勝 荘川中学校 

（山根 まひる・野口 陽愛・野口 桜愛） 

小学校４年生個人 第３位 照元 心樹 

小学校５年生個人 準優勝 野口 羚央 

  第３位 三島 菜桜・渡邉 佑月 

中学女子個人の部 準優勝 山根 まひる 

 第 3位 野口 陽愛 

第 44回飛騨秋季陸上記録会 

女子 1年 800m 準優勝 大澤 百恵 

すずちゃんバージョン 

↖↑



２１名の応募の中から厳選なる抽選が行

われ、１０名が参加しました。（町内から４

名参加）当日は講師の下島志津夫さんが化

石に関するクイズなどを交えて楽しい講和

をしてくださいました。 

午後からは尾上郷より採取した石を割っ

て化石探しをしました。貝や葉っぱ、亀の甲

羅などの化石が出て、子どもたちは目を輝

かせていました。 

【出身地】：可児郡御嵩町御嵩 

【趣味】：釣り、山菜採り 

【荘川に来て思うこと】 

駐在所勤務は私の警察人生で２回目になります

が、荘川には以前から「そば祭り」「ふるさと祭り」

に何度も来たことがあり、自然豊かなこの地で仕

事ができることを大変うれしく思っています。 

１日も早く荘川の住民として認めてもらえるよ

うに頑張りますのでよろしくお願いします。 

 

荘川を担う若者から高齢者まで広い範囲で 

荘川に思うことそして荘川の好きなところなどを 

掲載しています。 

第２5回目は、野平 拓馬さんを紹介します。 

 ●名前 野平 拓馬（のひら たくま） 

●現在の仕事 ひだ荘川温泉桜香の湯でフロント業務をしています。 

●現在はまっていること 舞踊、神社、仏閣めぐり。 

最近は芝居を書くのにはまっています。 

 ●荘川の好きなところ 

 ★伝統芸能が今も残っているところ。 

●これからの荘川について思うこと 

  ★日本全国に伝統芸能は数多くあるけれど

地域の住民がお祭りで地芝居（大衆演劇）を披

露するなんていう文化はありません。ですが、

今のままであれば、いずれ荘川の地芝居も消え

てなくなります。そうならないように、これか

ら何をするべきか考えていきたいと思ってい

ます。ちなみに私は 70，80歳になっても舞台に

立ち続ける所在です。 

 

エンジョイの部 

優  勝 荒川 悠緋 

準優勝 森谷 凛 

第３位 田口 愛子 

当日賞 牧ケ野 陽菜 

ＢＢ賞 三島 恵 
 

ハッスルの部 

優  勝  三島 恵亮 

準優勝  橋本 直幸 

第３位  木下 靖 

当日賞  三島 紗貴帆 

ＢＢ賞  南條 安咲 
 

「第１２回全国和牛能力共進会」出場に際しまして

は、皆様方から温かいご声援を賜り、誠に有難うござい

ました。成績は、第３区３２頭の出場牛の中で、優等賞

６席に入賞することができました。今回の大会を通じ多

くのことを学ぶことができ、これをよい機会とし、これ

からの飛騨牛育成に努力して参りますので、今後とも岐

阜の誇り飛騨牛の発展にご支援、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。          松木 新一 

 

【ラケット技術の向上！】町民バドミントン大会 10/16 

【かごふく優等賞 6席！】おめでとうございます！10/6～10/10 

 総合優勝 チーム【いちご】 

南條 安咲・渡邉 佑月・山下 幸奈・大澤 百恵 
個人賞 

小学生 1，2年の部 宮田 美結 

小学生 3，4年の部 山下 寛太 

小学生 5，6年の部 野口 羚央 

中学生男子の部   三島 陽樹 

中学生女子の部     大澤 百恵 

※色々な人とダブルスを組んで、 

合計 10試合のポイントで競っています。エンジョイの部は初心者、ハッスルの部は経験者です。 

MVP 室谷 政憲 
荘川から４名の選手がドッジボール大会に 

出場しました。（ビックアリーナ） 

桜本 煌史郎・井口 大夢・山下 瑛太・照元 心樹 

小学生４～６年生の部（全６チーム） 優勝 

チーム名【荘川・江名子スター】 

※江名子との合同チーム 

【優勝おめでとう！】第 1回ひだのこドッジボール交流大会！10/15 

 

【最後まで完走！】第 16回ファミリー駅伝 10/15 

【歴史を求めて】化石教室開催 10/1 

 

10/1から荘川駐在所に【北平
きたひら

 素行
もとゆき

】巡査部長が着任 

しょうかわ～友達の輪 ㉕ 


