スがありましたが、多くの国
際的な企業が自社の製品や備
品からプラスチック製の使用
を中止する動きがあります。
海洋プラスチック問題は、プ
ラスチックのほとんどが「使
い捨て」状態で、未処理のま
ま流出し、河川等から最後は
海洋へと流れ込むことに原因
があります。２０１５年時点
で、世界の海には１億５００
０万トンのプラスチックゴミ
が存在し、そこへ毎年８００
万トンの新たなゴミが増え続
けていると言われます。
この大量のゴミは海の生態
系に大きな影響を与えていま
す。プラスチックゴミを餌と
間違い飲み込んだり、ゴミに
からまったりするから
「海洋プラスチック です。また、海洋の表
面に漂うばかりで な
問題」
に つい て
く、深海の魚からもマ
イクロプラスチ
ックが発見され
ています。微粒
子状になったプ
ラスチックゴミ
が食物連鎖によ
り深海魚にまで
蓄積するからで
す。そんな時代
を背景として、

耐水性のある紙製ストローを
岐阜県高山市の綿棒メーカー
「平和メディク」社が販売開
始しました。使い捨てプラス
チックストローに代わる「優
しく、衛生的な日本伝統の紙
ストロー」として、早くも人
気を集めているそうです。通
常、紙製ストローは水に弱く
て使い勝手が悪
い と い わ れま
す。平和メディ
クの新ストロー
は飲み物に 時
間浸したままに
しておいても、
曲がらないという耐久性・耐
水性が魅力です。他の国産紙
ストローよりは価格は低くな
っており、環境を重視するレ
ストランや、喫茶店などでの
使用を期待されます。岐阜発
の技術です。県民として自慢
したいところですね。
ｂｙ安江

てくにぃく
の種

6

私の周りでは、 年ぶりに
登場する地図新記号が話題に
なっています。
この 月 日、
国土地理院から地図新記号が
15

13

3
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最近テレビやネッ
トのニュースでも取
り上げられることが
多くなった話題にプ
ラスチックゴミの問
題があります。
スターバックスが
プラスチック製スト
ローを２０２０年ま
でに廃止するニュー
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新年度スタート。暖かな日差しがうれしい
春爛漫の季節となりました！

2

5

1

発表されました。新しい記号
は「自然災害伝承碑」のマー
クです。新記号の制定にとも
ない、国土地理院は地方公共
団体と連携して情報収集を開
始し、集めた情報は地理院地
図や 万 千分 地形図に掲
載します。地形図へ反映させ
るには、市区町村が郷土史な
どの裏付け資料や写真ととも
に、所定の様式で地理院に申
請する必要があるそうです。
地図記号を覚えるのが好き
な人は、世の中に一定数いら
っしゃいます。地図記号は由
来といっしょに覚えると面白
いそうです。アップルストア
から、地図記号クイズ・かる
たがダウンロードできます。
すこし時間をさかのぼると、
前回の新記
号は２００
６年にあり
ました。そ
れは風力発
電と老人ホ
ームの２つ
です。真偽
老 人 ホーム

自 然災害伝承碑

のほどは分かりませんが、社
会のテストで老人ホームの地
図 記 号 が 出 題 さ れ た そ うで
す。家のなかに杖が入ったマ
ークをみた生徒が「傘置き場」
と答えたそうです。傘置き場
のマークだったら、そこらじ
ゅうその記号だらけになるの
で、それはそれで面白いです
よね。
今度の地図新記号のきっか
けは、２０１８年の西日本豪
雨でした。大きな被害が出た
広島県坂町では、明治時代の
大水害を伝える碑の内容が地
域であまり知られていなかっ
た事例があります。伝承内容
が地域住民に十分に知られて
いなかったので、大水害を伝
える碑が活かされなかったよ
うです。先人たちが現代に伝
える災害の教訓を正しく知る
ことが、災害への「備え」を
充実させ、被害の軽減に貢献
するはずです。地元の防災地
図を作る学校の授業や街歩き
などに利用できると、災害教
訓の普及と将来の被害軽減に
つ な げ る こ と が で き そ うで
す。これを発案、実現した国
土地理院とそのスタッフの着
眼はとても素晴らしいですよ
ね。
ｂｙＦＡＴかとう

お いし い お 店
紹 介し ま す

メニュー
その３

今回、会社の先輩から一度
行ってみてはと紹介され、『蕎
麦 瑠草（るそう）』さんへ
おじゃましました。岐阜市に
ある瑠草さ
んは、美味
しくてお値
打ちで、隠
れ家的なそ
ば屋さんで
す。本当に
隠れているから、みなさん注
意して探してください！
私は、とろろそばをいただ
きました。最初は、つゆをつ
けずに蕎麦の風味を楽しみ、
その後つゆをつけ一気にすす
りました。こしのある歯応え
と、そばの
香りと甘味
を楽しめま
した。古民
家と蕎麦が
マッチする
素敵な蕎麦
やさんで
す。皆さんも隠れ家探しに出
かけてはいかがですか！☆岐
阜市門屋野崎２９９☆℡０５

争中の重い
酒税のため
一度消滅し
ました。古
酒復活に情
熱をかけた
蔵元さん
８（２２９）
１６７２☆営業時 が、日本酒
間 午前 時半～午後２時半 の古酒を復
☆定休日
活させました。達磨正宗は古
月曜日・
酒の酒蔵と呼ばれる、日本で
第１、第
唯一の酒蔵です。
３火曜日
私事ですが娘が二十歳にな
り、
二十年熟成させたお酒で、
梅酒を仕込んだ『はたちの梅
ｂｙ島﨑
酒』を買って帰りました。今
古 酒 の酒 蔵
夜娘との乾杯が楽しみです。
見つけました 古酒は、時間がたっぷり詰ま
った美味しいお酒です。お酒
を愛する方に、ぜひ一度飲ん
で頂きたいです。赤ちゃんが
生まれた時に買うお酒、昭和
年のビンテージなお酒、ア
イスクリ
ームにか
けるお酒
など色々
です。皆
さんも古
酒を飲ん
で楽しい
時間を過
ごしてみ 記 念 品 、贈 り 物 に 最 適
[民家に隠れたそば家]

メニュー
その４

11

店先にはお野菜
も売ってます

お酒好きの社員から、「岐
阜市に古酒の酒蔵があるよ」
と紹介され、達磨正宗 蔵元
白木恒助商店さんを訪問しま
した。日本酒の古酒は鎌倉時
代から江
戸時代ま
で、大変
貴重なも
のとして
飲まれて
いたそう
です。し
かし、戦

ませんか？

ｂｙ 島﨑

ぶ ら り道 の 駅
を 訪 ねて
メニュー
その５

今回ご紹介する道の駅は、
「道の駅 明宝 磨墨（する
すみ）の里公園）」です。場
所は郡上市明宝、国道４７２
号線沿いにあります。磨墨の
里公園物産
館、喫茶店
や休憩所な
どの施設が
充実し、四
季折々の美
しい景観を
楽しみに県
内外から多
くの観光客
が訪れています。取材にうか
がったとき店内に飾ってあっ
たポスターは、地元明宝で作
られている商品を紹介したも
ので、どれも生産者のこだわ
りが詰まっていると感じまし
た。
オススメは明宝ハムです。
お歳暮やお土産品等で有名な
ので知っている方も多いと思
います。道の駅明宝では、県
内で唯一、明宝ハムが全種類
置いてあるそうです。お土産
としてはもちろん、その場で

色々な種類を
組み合わせて
ギフト配送す
る事もできま
す。皆様も是
非一度立ち寄
ってみてはい
かがでしょう
か。◇住所 岐阜県郡上市明
宝大谷１０１５◇℡０５７５
（ ）２３９５◇営業時間
時～ 時（売店・飲食店・テ
ナント毎に時間が異ります）
時～ 時（観光案内所）
◇
駐車場 普通車１３０台・大
型 台・身障者用２台◇ＨＰ

18

ｂｙ

葵

http://www.gujomeiho.
jp/

17

87

9

9

5

今回の「てんこもり」いかがでしたでしょう
か？今回も私達が、最近気になった事や楽しか
った事、ちょっと得しそうな事等を紹介させて
頂きました。また読者の皆様からも、色んなニ
ュースの紹介をお待ちしております。
（自慢話、
おいしい・楽しいスポット紹介、サークル紹介
等どんなことでも結構です。）
写真をつけてく
だされば最高です！こちらまでご連絡下さい。
丸ス産業株式会社「てんこもり」編集部 責任
者 藤井 TEL 0574-72-1318 FAX 0574-72-2739
s-fujii@marusu21.co.jp
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