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皆さんには、日頃よりまちづくり活動にご理解、ご協力を頂き誠にありがとうございます。今年度はご承知の
ように新型コロナの影響により各イベント、行事が中止・延期となる中、年４回のまちづくりだよりの発行、春・
秋の花いっぱい活動、特にあきよウォッチングについては、３密を避けできるだけ多くの皆さんに参加してもら
えるように委員会で何回も話し合いをして、コロナ禍で実行できたことは本当に良かったと思っています。

また、来年度は新しくホタル育成事業に取り組んで行くと共に、コロナにより延期となった市の青少年育成活
動モデル地区、そして北中学校での中学生と語る会の当番地区になっています。今後も地域の皆さんが、安全に
安心して心豊かに楽しく暮らせるまちづくりを目指して活動していきたいと思いますのでよろしくお願いします。

１）ウォッチング委員会（安藤嘉章）
コロナ禍で困難な状況の中、委員会メンバーの皆さんの熱意と工夫により、行事が開催できました。

参加された方に、「気分転換になって良かった。」「他の地区にこんなところがあるのかと知れて良かっ
た。」などと言っていただけ、それを励みに、来年度もコロナを吹き飛ばす企画を提案していきたいと思います。

２）スポーツ委員会（安藤功）
新型コロナによる感染を避けるため、ノルディックウォーキングを始め健康体操の開催も

行えず異例の１年となってしまいました。こんな状況の中、他に何かできることは無いかと委
員会メンバーで何度も話し合い、多々良恵子氏実演監修による「健康ビデオ体操」を作成し、
DVD 化しました。来年度より無償貸出しします。

３）防犯・防災委員会（有賀教明）
防犯・防災委員会では、安全・安心なまちづくりを推進するため、色々な事業を計画しま

したが、今年度、残念ながら新型コロナ感染症の影響で中止となってしまいました。
来年度もコロナの影響があると思いますので、感染症対策を十分行っての事業を計画していきたいと思います。

４）青少年育成委員会（小林博明）
本年はコロナ禍のため、毎年欠かさず開催してきたまちづくり活動の２大柱とも言うべ

き明世町民会議、そして、中学生と語る会は全て中止となりましたことは遺憾の極みでも
あります。来年度に向けては、花いっぱい事業と新規事業としてのホタル育成事業にも取り組んで参ります。

５）福祉委員会（大森建生）
今年度は想定外続きのため、一切の行事を執り行うことができず残念と言う他ない無念

の年でありました。来年度は新型コロナ感染対策に万全を図り、地区の福祉関係団体との
協働により、①健康福祉講座の開催、②いきいきサロンの設立と推進、③各自持参の「私
の健康カード」の作成に取り組んで行く所存です。

６）広報委員会（可知勝宏）
コロナ禍ではありましたが、何とか委員の皆さんのご協力の下、計画通り年４回の発行

をすることが出来ました。来年度は、より一層楽しんでいただける広報を作成しますので、
ご期待ください。

会長挨拶（まちづくり推進協議会　加納秀樹）

委員会報告（各委員長）
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７）事務局直轄（花いっぱい事業）
６月、11 月の２回を予定通り実施。来年度も明世の街

を花いっぱいにして、華やかな明世の街に出来るよう計画
して参りますので、老人会を始め、子ども会や各地域の有
志の皆さんのお力添えを期待しております。

８）区長会
・明世地区　区長会長　安藤良一

今年度の区長会に於いては、各地区とも殆どの行事予定が行えず苦労の連続で、そ
れなりに大変難しい運営の１年でもあったかと考えます。また青少年育成のモデル地
区として活動成果報告活動の対応にあたり、まちづくりとの協働作業を進め、総会で
の発表延期とはなりましたが、次年度に向けた活動の見通しはできたと思います。

・月吉区長　成瀬俊樹
今年度は「集まる」こと自体を自粛せざるをえない中、あきよウォッチングの分散型の新しい試みに拍手

を送ります。月吉区でも委員会の要望により、子ども応援花火大会を開催し、好評を得ました。
１年前の状況には中々戻れそうにありませんが、来年度も出来ることを模索していただきたいと思います。

・山野内区長　高木康幸
今年度は異例の１年ではありましたが、新たな生活様式を学んだり、聞きなれない横文字に慣れる１年で

もあり、区長として思い出深いものとなりました。来年度も引き続き影響は排除できない中、まちづくり活
動が行なうイベントとの連携や、区長会による夏祭りなどが上手く繋がって行くことを願っています。

・戸狩区長　伊藤清光
この１年、「コロナ」を意識しない日は１日もなく、４月の春の共同作業の中止に始まり、区民会館の利

用停止、更に子どもたちが楽しみにしている夏祭りの中止と、例年とは違う判断を求められる日々が続きま
した。そんな中、９月に秋の共同作業（草刈り）が実施できたことは幸いでした。コロナ終息は次年度も見
越せませんが、まちづくり推進協議会では「ホタルのまち育成事業」が新たに開始されます。これまでの行
事と共に多くの方に参加していただきたいと思います。

中京高校　保育クラスの生徒さんによるアート（化石公園　カフェ“ 欒 ”）
明世地区の中心的な存在となっている化石公園に、憩いの場となっているカフェ“ 欒 ” がありますが、ここで毎

年、年４回、中京高校保育クラスの生徒さん等の手に依り、店内の特大ガラス壁面をキャンパスに、季節ごとに
アートが描かれ、住民の目を楽しませ心も和ませてくれています。そのきっかけについて、“ 欒 ” 店長の永冶さ
んによれば、地域交流として、中京高校の生徒さんがバサラカーニバルに参加することになり、バサラ瑞浪のお
かみさんからの踊り指導が縁で、保育クラスの総合授業の一つで、表現力の発表の場として絵を描くことになっ
たとのこと。明世の街を和ませてくれている生徒さん等に感謝すると共に、これからも楽しませてくれる絵を描
き続けて欲しいものです。

まちの魅力再発見

11期生の生徒さん等による12月の絵
《クリスマスとお正月》

下書き無しで
直接描いていきます

12期生生徒さん等による２月の絵
《バレンタインとおひな様》

仲良し４人組で
ハイピース！

まず始めに花壇のオーケス
トラ達が迎えてくれます！

明世小体育館入り口に作られた
ア・キ・ヨの文字が光ります！

アキヨ
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瑞浪市における自治会加入率は直近 10 年で１
割以上も減少し、明世地区でも平成 25 年以降減
り続け、自治会活動に影響しか
ねない現状にあります。そんな
中、戸狩９号組（旧柏屋さん跡）
では、13 軒もの新築家屋が建
築途中にある他、８号組 10 号
組地区でも増えて来ており、自
治会の増加に期待が持てそうな
気配も漂っています。

１）笑顔と元気　きらきら明世小学校
第 80 回 全国教育美術展で応募校数 2,157 校、応募総数 97,075 点の中から、入賞者多数
２年連続で岐阜県 NO.1 の学校賞受賞の栄誉に輝く！

世の中はコロナ、コロナと暗い話題ばかりですが、明世の子ども等が集うここ、“ きらきら明世小学校 ”
だけは “ きらきら ” しています！

間宮校長先生からは、「子どもたちが図工の時間に描いた絵を「全国教育美術展」に出品したところ、岐
阜県で多くの仲間の作品が一次審査を通過し、二次審査の全国審査に行きました。全国審査でも、12 人が
入賞し、５人が特選、７人が入選になりました。その入賞数が岐阜県で
一番多かったことから、昨年度に続き今年度も「岐阜県教育委員会賞 学
校賞」をいただきました。全国展に入賞した一人一人の賞状には、元文
部大臣の中曽根弘文さんが会長で、その名前が書かれています。私もこ
んな素晴らしい賞をいただいた経験がありません。今年度は、コロナの
関係でいろいろな作品展が中止になりました。今回、明世小の子どもた
ちの才能が発揮され、認められたことを本当にうれしく思います。」との
受賞を喜ぶお言葉を伺いました。

２）青少年育成の貢献者へ市表彰／
　　　　　　　　明世地区から３名の方々が受賞

・安藤　　豊さん（山野内）：泥薬師公園の整備
・早瀬　克子さん（月　吉）：民生委員としての青少年育成
・安藤　正行さん（山野内）：登下校児童の見守り

明世地区のデータあれこれ

《受賞作品の内、特選に輝いた５名の児童さんの作品です》

人

表彰おめでとうございます！今後も健康第一に、
１日でも長く続けていってください。

《自治会加入率の推移》

１年　村瀬 花さん ４年　伊藤 結美さん ５年　鵜飼 祐衣さん

６年
伊藤 悠希さん

６年
祇園 愛香さん

地　区 加入率
瑞浪地区 58.6％
土岐地区 72.3％
稲津町 79.4％
釜戸町 80.4％
大湫町 84.7％
日吉町 74.2％

明世地区 40.7％
陶　町 82.3％
合　計 66.9％

《令和２年度地区別》

年　度
瑞浪市全体 明世地区

世帯数 自治会加入
世帯数 加入率

世帯数 自治会加入
世帯数 加入率

（各年度4/1日時点） （住民基本台帳数） （住民基本台帳数）

2010年（平22年） 13,151 10,300 78.3% 876 478 54.6%
2011年（平23年） 13,218 10,291 77.9% 859 477 55.5%
2012年（平24年） 13,318 10,249 77.0% 890 480 53.9%
2013年（平25年） 13,333 10,248 76.9% 882 479 54.3%
2014年（平26年） 14,334 10,258 71.6% 1,022 483 47.3%
2015年（平27年） 14,418 10,229 70.9% 1,038 487 46.9%
2016年（平28年） 14,564 10,210 70.1% 1,087 490 45.1%
2017年（平29年） 14,694 10,155 69.1% 1,131 499 44.1%
2018年（平30年） 14,779 10,137 68.6% 1,148 505 44.0%
2019年（平31令1年） 15,228 10,079 66.2% 1,231 502 40.8%
2020年（令2年） 15,076 10,080 66.9% 1,233 502 40.7%
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東濃弁あるある（その11）

皆さん　意味はわかりましたか？

せんに＝以前に ／ おくなぁた＝くれた ／ おつけ＝お味噌 ／ よばれよぉる＝頂いている ／ ひんじょか＝差し上げる
ぶっときゃあ＝放置しておく ／ てんで＝勝手に ／ ひな＝それでは ／ えごぉがなぁし＝エグみがある ／ さけ＝さっき

難解語の
意味

■Ｒ３年度総会…４月 25 日　月吉区公民館予定／コロナ禍の状況次第では書面議決となります。
Ｒ２年度の事業報告とＲ３年度の事業計画を報告いたします。

■ホタル育成事業への新規取組…明世まちづくりの柱として大切に育てるため、来年度は夢交付金
ステップアップ事業を申請して、積極的に取組んで参ります。

■支援行事（イベントを盛り上げるお手伝いをいたします）
◇こいのぼり祭り／５月４日～５日（市教育委員会主催）

・お祭りを盛り上げる青空いっぱい元気に泳ぐ沢山のこいのぼりを始め、願いを込めた風船飛ばし、北中
ブラスバンド演奏など、楽しみな企画盛沢山で皆さんの来場をお待ちしています。

◇さわやかウォーキング／５月４日（ＪＲ東海主催）
・瑞浪駅をスタートし、白山神社、清来寺、→化石遊歩道→化石公園→土岐川化石採集場→瑞浪駅をゴー

ルに、全長約８キロのコースが予定されています。日頃なまった体を動かしたいと考えていらっしゃる
方はぜひともご参加を頂き、さわやかな春の明世をいっぱい満喫しましょう！

■花の苗配布（６月）
・４種類の花を、明世小学校、戸狩、山野内、月吉の各地区に配布し、花いっぱいの明る

いまちづくりを、今年も推進協議会がバックアップします！
【スタッフ募集！】

◇まちづくり活動支援活動
今年はホタル育成事業をスタートさせる一年でもあり、地域の子どもたちも参加しての共同作業や多くの行
事が予定されています。ぜひ皆さんのお力をお貸しください！

◇青パト巡回活動
高齢化の要因を筆頭に、年々各地区（戸狩、月吉、山野内、和合）の巡回員の数は減少し
続けており、このままでは、存続も難しくなってくる状況にあります。
地域に暮らす子ども等が安心して暮らせるよう、ご協力頂ける方、ご一報ください。

■明世小学校コミュニティ・スクールへの取り組みについて
瑞浪市では令和６年度までを目標に市内全小中学校に学校運営協議会を設置し、コミュ

ニティ・スクールをスタートします。既に令和２年度より、稲津、釜戸両小学校では同推進
校として先進的に取組みが始まっており、両校は令和３年度より正式にスタートします。

そんな中、明世小学校でも３月 10 日、間宮校長先生のお声がけの下、令和３年度を
準備期間に令和４年度より正式スタートに向けての抱負が語られ、出席者メンバーとの熱い意見交換が行わ
れました。今後の進捗につきましては、随時まちづくり便りでも取上げさせて頂くことといたします。

まちづくり推進協議会（瑞浪市役所まちづくり推進部市民協働課）☎ 68-2111（内線 365）
明世地区担当　集落支援員　小栗丈人（☎ 070-4375-9763）

※本紙は、瑞浪市夢づくり地域交付金を活用して発行しています。

ひな　ちゃっといくわ

よけあるの

ひな　おくな　ありゃな　にてくうとうまぁで　あくぬかんと　えごぉがなぁし

せんに　おまぁが　おくなぁたやつが　うでてとったるもんで　おつけにいれちゃあ　ちょいとずつ　よばれよぉるわよん

さけ　ほったやつがあるで　とりにおぉで

なけな　ひんじょかのぉ

えぇよぉきになったのぉ　まぁ　こぉならな　あかんわけやでなぁ　おまんとこどぉや　たけのこあるか

ぼつぼつ　はえかけたが　あんなもな　ぶっときゃあ　てんでて　いっくらでもはえてくるで


