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～輝く功績をたたえて～

比婆荒神神楽の保存伝承に努めてい
る「比婆荒神神楽保存会（代表 横山
邦和）
」が、第 76 回中国文化賞受賞の
栄に浴し、去る 11 月 8 日広島市で表彰
されました。
この賞は、文化、芸術、学術、教
育、地域貢献の各分野で功績のあった
個人や団体を顕彰するもので、中国新
聞社が主催しています。
いうまでもなく比婆荒神神楽は、国の重
要無形民俗文化財として指定されており、
国民の貴重な文化財産です。時代が移り変
わっていく中で、守り続けていく苦労は計
り知れないものがあると思いますが、今回
の受賞を機に、常しえに継承されるよう願
っています。

国重要無形民俗文化財比婆荒神神楽

古くから受け継がれてきた比婆荒
神神楽の保存・継承活動に励んでい
る、比婆荒神神楽子ども神楽塾や比
婆荒神神楽女組のみなさんが、一年
間積み重ねてきた練習の集大成とし
てその成果を披露します。
大勢の皆さんにご来場いただき、
地域が誇る歴史的な民俗文化である
比婆荒神神楽の伝承にお力添えをい
ただきますようお願いいたします。

～地域の宝

場

比婆荒神神楽の舞～

午前 9 時～開場 午前 9 時 30 分～開演
所：田森自治振興センター 大研修室

【主催：比婆荒神神楽子ども神楽塾

共催：田森自治振興区】

【生涯学習部・高齢者部】

学校支援事業の一つとして毎年取
り組んでいる「しめ縄つくり」。保育所
園児と小学校児童が、地域のみなさん
を講師にしめ縄づくりにチャレンジ
します。子ども達は年々上達してお
り、水引や紙垂を取り付けてしめ飾り
とし、新しい年を迎える準備です。
みなさんも、ご自宅のしめ飾りを一緒
に作ってみませんか。
大勢の皆さんのご参加をお待ちし
ています。
昨年の様子

日時

令和元年 12 月 6 日

金曜日

午後 2 時～3 時 20 分
（集合 午後 1 時 50 分）
場所 田森自治振興センター（大研修室）
指導 森林の匠塾 木工工作部、高齢者部
持ってくる物 はさみ

「音楽を通じて、多くの方に田森地域
に足を運んでもらい、田森を元気にした
い！」
。こうした地域の若い人達の強い思
いでコンサートを毎年実施しています。
今年は、小学生バンドや哲西町のバン
ド、西城町のバンドが初出演するなど、早
くも盛り上がっています。
音楽を楽しんでいただくのはもちろ
ん、地域で活躍している若い方の元気な
姿を見ていただき、みんなで元気な田森
地域をつくっていきましょう！

日時 令和元年 12 月 15 日（日）
午前 11 時 30 分 開場
午後 12 時 開演
場所 田森自治振興センター 大研修室

【タモリミュージックコンサート実行委員会】

11 月 17 日（日）、
「第 22 回田森ふれあい祭
り（長寿に乾杯・粟田小学校ワクワクフェス
タ・田森保育所発表会）
」が開催されました。
田森の山々が美しく染められ、好天に恵ま
れたこの日、子どもから高齢の方まで大勢の
皆様にご参加いただき、親睦と交流で地域の
絆を深めることができました。
田森保育所園児は、小さな体を目いっぱい
動かし、神楽の舞や合唱、ダンスなどを元気
に発表しました。その姿に会場から大きな拍
手がおくられていました。

小学校児童は、学習成果の発表です。
今年は、地域の文化や歴史、自然、
民族など、この一年間学んできたこと
を成果としてまとめ、全校劇で表しま
した。
全児童がステージに立ち、一人一人
が長いセリフをものともせずに大きな
声で発表し、それぞれの役を立派に演
じていました。地域が全力を挙げて支
援する粟田小学校ならではのステージ
になりました。
全校劇という久々の力作に会場のみ
なさんから称賛する温かい声が寄せら
ていました。

第 22 回田森ふれあい祭りの開催にあたりご厚志、景品
をご寄贈賜りました。
庄原農業協同組合 様
沖美ベジタ有限会社東城支店 支店長
民生委員児童委員 恩地健太郎 様
民生委員児童委員 田邉和幸 様
民生委員児童委員 若林元美 様
民生委員児童委員 若林美津恵 様
田森郵便局 局長 桑原 泉 様
田森郵便局 戸田早苗 様
田森郵便局 青木里佳 様
南区 山本 昭雄 様
田森自治振興区 横山邦和会長

中元宗則

様

誠にありがとうございました。

各自治会の発表もそれぞれ趣向を凝らした
ステージで、みなさんの役者ぶりが見事に発
揮されていました。
こうして、地域が一丸となって開催する田
森ふれあい祭りは、大盛況のうちに終了する
ことができました。

女性部

11 月 7 日（木）女性部のみなさんが、
地元で採れた季節の食材を使い、彩り
鮮やかなお弁当を作りました。旬の里
芋や椎茸などの煮しめや小松菜の白和
え、サツマイモとリンゴのスイーツな
ど心を込めて作った「彩り弁当」を 75
歳以上の一人暮らしのお宅へお届けし
ました。
玄関先で待っておられる方や「毎回
お弁当を楽しみにしています。」などの
声をいただきながら近況を尋ねるな
ど、交流を深めた一日となりました。

これからの行事予定・施設利用等
11/20（水）行政文書
20（水）デイホーム再彩会 （竹森集会所） 移動販売車 14：30～
21（水）デイホーム北桜会 （北区集会所） 移動販売車 14：30～
21（水）中区新生会 13：00～（振興センター・和室）
23（土）子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
25（月）移動販売車 東区 日出サロン 14：00～（東区集会所）
27（水）生け花教室 20：00～（振興センター・小研修室）
30（土）子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
12/ 4（水）そば打ち講習会 10：00～（振興センター・大研修室）
6（金）しめ縄つくり教室 14：00～（振興センター・大研修室）
7（土）神楽まつり 会場準備 13：30～
8（日）第 6 回神楽まつり 9：00～（振興センター・大研修室）
9（月）デイホーム再彩会 （竹森集会所） 移動販売車 14：30～
10（火）デイホームなごみ （南区 ひなの宿）移動販売車 14：30～
14（土）タモリミュージックコンサート 準備
15（日）タモリミュージックコンサート 12：00～（振興センター・大研修室）
18（水）デイホーム北桜会 （北区集会所）移動販売車 14：30～
◎毎週月曜日 「田森子ども安全見守り隊」
◎毎週木曜日 「地域未来塾」
◎毎週木曜日 森林の匠塾 木工工作部活動日
午前 9 時～午後 4 時 場所：（旧）JA 田森出張所
※移動販売車は、人が集まる場所へ行きます。希望があれば早めに連絡してください。
日程が空いていれば可能な場合があります。

