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比婆荒神神楽保存会が「日本の祭り in2018 あいち・なごや」で表彰

国指定重要無形民俗文化財で
ある比婆荒神神楽の保存継承に
取り組んでいる比婆荒神神楽保
存会が、11 月 3 日名古屋市で開
催された地域伝統芸能全国大会
「日本の祭り in2018 あいち・な
ごや」において、一般財団法人地
域伝統芸能活用センターから保
存継承に取り組んできた長年の
功績を称えられ表彰の栄に浴し
ました。

高円宮妃殿下をお迎えし、荘厳な雰囲
気に包まれた会場では、全国から選ばれ
た 6 団体がそれぞれ二日間にわたって伝
統芸能を披露し、地域伝統芸能による豊
かなまちづくり大会に花を添えました。
「神々の棲む里 田森」に古くから伝わ
る比婆荒神神楽がこのような形で顕彰さ
れたことは郷土の誇りであり、関係者の
皆様に敬意を表するとともに、広く国民
の財産としてこれからも保存継承に精励
していただきたいと思います。

～厳かな比婆荒神神楽社の舞をご堪能ください～
主催：比婆荒神神楽子ども神楽塾
共催：田森自治振興区

民俗文化の保存伝承に精励する子ども神楽
塾の晴れ舞台！5 回を迎えた神楽まつりを開
催します。
子ども神楽塾の「岩戸の能」をはじめ、女
組と民舞研の舞に続き、比婆荒神神楽社は「八
重垣の能～大蛇退治など～」を披露します。
また、口和中学校神楽同好会の方々をお招
きし、「伊吹山」をご披露いただきます。多く
の方にご来場いただき、地域が誇る比婆荒神
神楽をご鑑賞いただくとともに、重要無形民
俗文化財である伝統民俗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。
大勢の皆さんのご来場をお待ちしています。

出演団体
・田森保育所 ちびっこ神楽
・口和中学校神楽同好会
・広島民俗舞踊教育研究会
・比婆荒神神楽子ども神楽塾
・比婆荒神神楽女組
・比婆荒神神楽社

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

生涯学習部・高齢者部

日時

平成 30 年 12 月 5 日（水）
集合 午後 1 時 50 分
午後 2 時～3 時 20 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
☆参加を希望される方は、11 月 30 日（金）
までに田森自治振興センター（☎ 2-0661）
へご連絡ください。

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」です。保育所園児と小学校児
童が、地域のみなさんと交流を深
めながら一緒にしめ飾りをつく
ります。森林の匠塾木工工作部に
加え高齢者部の皆さんに講師を
お願いし、伝統の技を教えていた
だきます。地域の皆さんにも大勢
ご参加いただき、子ども達と一緒
にわが家のオリジナルのしめ飾
りをつくり、新年を笑顔で迎えま
しょう。

日

時

平成 30 年 12 月 6 日（木）

午前 9 時 50 分集合
スケジュール 10：00 開会
10：05 講師の見本打ち
11：00～11：30 湯がき方の指導
12：00 昼食（講師が打ったそばをいただきます。
）
13：00～15：00 そば打ち
片付け、掃除
場 所 田森自治振興センター 大研修室
講 師 粟田中自治会 入江一統さん (社)全国麺協会 3 段
参加費 1,500 円
持ってくる物 エプロン、三角巾、タオル
申込み 11 月 30 日（金）までに田森自治振興センター
（電話 2-0661）へご連絡ください。
※定員(8 人)になり次第締め切らせていただきます。

生涯学習部では、地元のそば打ち名人を講師に
招き、そば打ち講習会を開催します。
おいしいそばを自分の手で打ってみたい、そん
な思いが実現します。
講座は少人数で講師の懇切丁寧な指導が受けられ
ます。初めての方はもちろん、本格的にそば打ち
を始めたい方も大歓迎です。楽しくそば打ちを体
験しましょう。ぜひご参加ください。

生涯学習部

11 月 11 日（日）
、「第 21 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。
山々が彩られ、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、ちびっこ神楽をは
じめ、エイサーや合唱などの発表です。
舞台に立つと緊張した顔の中にちら
りと笑顔が見ることができ、元気いっぱ
いに一生懸命堂々と発表していました。
そのかわいい姿に会場からは拍手喝采
でした。

小学校児童は、学習成果の発表です。
地域で学んだことや、普段の授業で習った
ことを劇にまとめ、大きな声で発表すること
ができました。子ども達は、堂々としており
一人一人が役を一生懸命演じていました。
全校発表では、異学年で心を一つにした取
り組みが私たちの心に響き、とても感動しま
した。
参加された高齢者のみなさんからは、
「毎年子ども達の成長した姿を楽しみに
しているよ。」
「みんなに祝ってもらえてあ
りがたい。」などと喜びの声を聞くことが
できました。
各自治会の発表もそれぞれ趣向を凝ら
し、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。
第 21 回田森ふれあい祭りの開催にあたりご厚志を賜りました。
庄原農業協同組合 様
沖美ベジタ有限会社 東城支店 常務 村上泰弘 様
民生委員児童委員 恩地健太郎 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
道後観光・（有）道後タクシー 様
田森郵便局 青木 里佳 様
誠にありがとうございました。

これからの行事予定・施設利用等
11/20（火）
24（土）
25（日）
26（月）
27（火)
28（水）
12/ 1（土）
5（水）
6（木）
8（土）
9（日）
11（火）
13（木）
15（土）
16（日）
19（水）

行政文書発送
子ども神楽塾

19：00～（振興センター・大研修室）
NEW スポーツ 9：00 集合（粟田小学校 体育館）
3B 体操 21：00～（振興センター・大研修室）
未来塾保護者協議会 19：00～（振興センター・和室）
生花教室 20：00～（
（振興センター・小研修室）
子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）

しめ飾りつくり教室 14：00～（振興センター・大研修室）
そば打ち講習会 10：00～（振興センター・大研修室）
神楽まつり準備

13：30～

第 5 回神楽まつり

9 時開場

9 時 30 分開演

デイホームなごみ （南区ひなの宿）
デイホーム北桜会 （北区集会所）
タモリミュージックコンサート準備 13：00～

タモリミュージックコンサート

10 時 15 分開場

10 時 45 分開演

デイホーム再彩会 （竹森集会所）

◎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」 振興センター・小研修室
◎毎週木曜日 午前 9 時～午後 4 時 森林の匠塾 木工工作部活動日
場所：（旧）JA 田森出張所

