
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４０号 

一宮市１００周年神山連区記念事業を行いました 

令和４年１月１日 発行 

【写真右】一宮市 周年記念さわやかウ
ォーキング大会を実施。普段見られないＳ
Ｌの内部も観覧させていただき子どもた
ちは大喜び！帰路には大江川千年碑と一
宮城跡碑を見学。（参加数約 名） 
【写真下】神山連区Ｇ．Ｇ．むつみ会の主
導のもと、一宮市 周年を祝うグラウン
ドゴルフ大会が開かれました。元気いっぱ
い！順位表彰やホールインワン賞など嬉
しさもいっぱい！でした。（参加数約 名） 

 
 
 

❏ 一宮市 100 周年「いちのみや、元気。」連携事業 （ウォーキング大会１０月２３日）（GG 大会１１月２７日） 

左から、優勝:伊藤博隆さん／準優勝:高橋
憲一さん／第３位:原昇一さん／第４位:成
田米子さん／第５位:杉山一美さん 

飛び賞受賞の皆さん（右写真も）左から
福江貞子さん／南川章さん／畑佐佳弘
さん／伊藤信子さん／兼松まいさん 

左から、上島年子さん／砂場洋子さん／伊東
つやさん／小川秀子さん／木村妙子さん／余
吾満子さん／古日山妙子さん／飯田充弘さん 

元・神山老連会長の湯浅英忠 
さんと神山れんげの会会長の 
川田純子さん 

 

一宮市 100 周年「いちのみや、元気。」記録 DVD 
を神山公民館で無料配布します。 
収録映像を DVD にしました。参加で 
きなかった、もう一度見たいという方 
は神山公民館でお受け取りください。 
※山本昌さん講演は著作権の関係で 

未収録。（配布は無くなり次第終了） 
 

市制１００周年連区記念の行事に大勢の皆
さまのご参加を頂き、ありがとうございました。
「一宮の歴史の講演や写真展」を通して先人の
人々の努力があってこそ、今の神山があること
を改めて痛感しました。今後もこの良き伝統を
守り、住みよい地域づくりを目指していきたい
と思います。 
（神山連区長・神山連区地域づくり協議会会長 鎌倉邦男） 
 

一色町に伝わる桃花祭馬具（左）と 11/6 会場風景（右上下） 

一宮市博物館学芸員 
神田年浩さん 

中日ドラゴンズ OB 
山本昌さん 

皆様からのご希望が多かった山本昌さん講演会をはじ
め、元・神山老連会長で湯浅英忠さんの語りなど、市制１
００周年でなければ遂行できない行事が執り行われたこ
と、皆様多数のご協力にあわせて感謝申し上げます。 

（大会実行委員長 松本幸一郎） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❏ 令和３年度神山連区防災訓練（11 月２8 日） 

今年度もコロナ禍の開催となり、参加者は各町内から町会長と
防災委員に参加を呼びかけ、町内会、スタッフ等約 名で行い
ました。訓練は つの講演と つの実習を行い、参加者は皆真剣
に取り組み災害に備えた準備の大切さを実感されました。 

 
当日の記録映像は地域づくりホームページをご覧下さい 

❏ 中部中学校「生き方講演会」を開催しました 中部中学校長 川口 和彦 
令和３年１２月９日（木）、中部中学校アリーナにて「生き方講演会」を

開催しました。この「生き方講演会」は、現在社会で活躍している人生の
先輩から「自分が頑張ったことや壁を乗り越えたこと」、「自分が現在心が
けていること」などの体験談を語っていただき、在校生が話を聴くことで、
これから夢や目標に向かって頑張っていくための「きっかけ」となったり
「ヒント」をもらえたりする機会になると考えて開催したものです。 

今回「生き方講演会」の講師を務めていただいたのは、女性講談師の 
旭堂鱗林（きょくどうりんりん）さんです。現在は、名古屋・大須演芸場を
拠点に活躍されてみえます。前半の「講演の部」では、「おかげ おかげの
芸の道！－出会いは私の宝物－」という演題で鱗林さんが講談の道に入ら
れた経緯を話されました。 後半の「講談の部」では、今話題になっている
将棋の棋士である藤井聡太４冠のこれまでを語った創作講談「藤井聡太物
語」を披露していただきました。生徒たちは、講談という今まで知らなか
った世界を知り、鱗林さんの語りに引き込まれていきました。生徒は、聴
くときはしっかりと語りに耳を傾け、笑いの場面では大爆笑をするなど、
とても充実した「生き方講演会」となりました。 

 
 

↓ 旭堂鱗林さんの講談の様子 
 

↑ 講演中の旭堂鱗林さん 

ある３年生の女子生徒が、講演会後に「今日は、思いっきり笑いました。 
笑いや語りの背景には鱗林さんのこれまで積み重ねてきた努力があることを
この講演で知り、自分もこれから頑張って勉強をしようという意欲がわいてき
ました。」と話していました。 

生徒の感想を紹介します。 
○たくさんのすばらしいお話をありがとうございました。もう本当に面白くて、笑いっ

ぱなしの時間でした。私も教育にたずさわる人になりたいなと思っていたので、鱗林
さんのお話はすごく参考になり、うれしかったです。３年生ということもあり、将来
について考えたり不安に思ったりすることも多いのですが、未来に希望を与えてくれ
る明るい声や話に励まされました。本当にありがとうございます。講談の部もとても
面白かったです。はじめは「藤井さんの歴史・・・？」とあまりピンときていなかっ
たのですが、あっという間に引き込まれ、「もっと聞きたい！」という気持ちになって
いました。こんな素敵な「講談」というものに出会えたのも先生方のおかげ、家族の
おかげ、そして鱗林さんのおかげなので、この出会いを大切にしたいです。 

○旭堂鱗林さんの講談とかけまして、ホワイトタイガーとときます。その心は・・・ 
どちらも「面白い（尾も白い）」でしょう。本当に中部中学校に来てくださり、ありが
とうございました。僕はこの謎かけを作るのに、１分もかかってしまいましたが、鱗
林さんはものの数秒でこのクオリティのものを生み出して体育館をにぎわわせてく
れました。やはり、目で視て、耳で聴き、体で感じて研究なさった結果なのだと感じ
ました。ぼくも鱗林さんのように勉強熱心で、それでいて遊び心にあふれるそんな人
間にこれからなっていきたいと思いました。次に講談を聴ける日を楽しみにしています。 
 
中部中学校の生徒には、今回の「生き方講演会」でのお話や講談から受け取っ

た旭堂鱗林さんからのメッセージをしっかりと受け止め、これからの出会いを大
切にして自分の目標に向かって、努力していってほしいと思います。 

↓ 旭堂鱗林さんから中部中に 
贈られた色紙 

 

↑ 高座後にお礼の言葉を頂きました 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

❏ 令和３年度高齢者教養講座が開講 （１１月１８日～１２月９日） 
手指消毒、ソーシャルディスタンス

など新型コロナ対策を万全に整え２部
制の入れ替えで安全に行えました。 

第１回「大正琴演奏」 第２回「防犯・
交通安全講話」「マジック」 第３回「体
操」「ストリーテリング（昔話）」 第４
回「バンド演奏」 安全・安心な生活環
境づくりのための工夫を学ぶ。笑いや演
奏に胸を躍らせる時間の共有に秋の日
を有意義に過ごせました。 
 

【写真左上から】清の琴（大正琴）、一宮警察署 
 水野雅人さん、宇佐美健人さん（マジック） 
【写真左下から】田中真弓さんと宮田るみ子さん 

（ストリーテリング）、小林仁美さん（体操）、
フォレスト（バンド演奏） 
 

❏ 令和３年度神山サロンが開催されました （第２回１０月１９日／第３回１１月１６日／第４回１２月７日） 

第２回「里帰りした青い目の人形とは」
お話：野田重男さん 第３回「みんなで歌
いましょう」歌と演奏：生きがい支援アド
バイザーの堀田正隆さん 第４回「布で作
るミニオリーブの木」指導：柴垣宏美さん
他。毎回為になるお話など参加者３０名余
りで楽しみました。 
 

【写真左上】野田重男さん、【写真左下】堀田正隆 
さん【写真右】第４回の様子 

❏ 神山公民館推進活動報告 （家庭・青少年学習部／成人学習部／女性学習部）10 月～11 月に開催 

【写真左上】尾州ジャズオーケス
トラの皆さんによるジャズの歴
史と生演奏（成人学習部）、【写真
右上】家庭・青少年講座の「新聞
紙にチャレンジ」でフリスビー
作りやゲームなど行いました。 

【写真左下から】古文書研究家の
小川一朗さん講演「幕末・維新
の村と農民」、保健師の伊藤奈
美子さん講演と実技「ポストコ
ロナのあり方」。一番右は、女性
学習部の一宮市 周年記念
「花の寄せ植え講座」の様子。 

❏ 冬の交通安全キャンペーン（12 月 2 日） 
冬の全国交通安全運

動期間中、コロナ感染
も少し収まりつつある
が、外出が増えて交通
死亡事故が多発してい
ます。神山交通安全会
は交通安全意識の高揚
と交通事故防止に取り
組みます。 

❏ キックベースボール大会（12 月 4 日～5 日） 

一宮駅前にて撮影 

大きい子供が小さい子
供の面倒を見、子供同士
がお互い声をかけ合い、
元気いっぱい楽しんでい
ました。神山校区、末広
校区の児童が一同に参加
する大会が開けたこと、
スタッフ一同喜びに絶え
ません。 

 
神山小学校アリーナにて撮影 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 ≫≫ １１日（火）10：00～ ○所 神山公民館 第５回神山サロン 真清田神社参詣 
１６日（日） 9：00～ ○所 神山小学校 公民館体レク ペタンク大会  

２３日（日） 9：30～ ○所 神山公民館 第５回町会長会会議  
３０日（日） 9：15～ ○所 神山小学校 児童育成協議会 指導者会議・新指導者＆年少リーダー研修会  
３０日（日）13：00～ ○所 神山公民館 女性部会 お笑い健康講演会 

２月 ≫≫    ６日（日）18：00～ ○所 各所 一斉防犯パトロール  

１６日（水）13：30～ ○所 神山公民館 第６回神山サロン 落語  
１９日（土）・２０日（日）10：00～ ○所 神山公民館 神山作品展 2022 

※各行事は新型コロナウイルス感染症の感染拡散防止等のため、中止・延期になる場合があります。 
 

令和４年１月～２月行事予定  ○所 開催場所      行事詳細は神山公民館 ☎43-3001 まで 

❏ フラワーアレンジメント作り（12 月４日） 

 講師に小澤光子先生
をお招きし、指導いただ
きました。和気あいあい
とした雰囲気の中、それ
ぞれ個性豊かで素敵な
作品ができました。年明
けの神山作品展に出品
予定ですので、ぜひご覧
ください。 

 

❏ 一宮市美術展で特別賞を受賞（11 月） 

神山公民館にて撮影 

県立一宮起工科高
校３年生（新生２在
住）の森未萌（もり・
みなも）さんが市制

周年記念特別賞
を受賞されました。
油絵タイトル『ネコ、
ネコ and ネコ』。将来 は絵の素養を活かして、学芸員 
を目指しているそうです。頑張ってください！ 

 
❏ 「子ども読書のまち宣言」啓発ポスター選考で表彰（10 月） 

市長賞：末広小学校
１年 西村瑞彩さん 
審査委員特別賞：中部
中学校３年 石井泉
乃介さん  
入賞：神山小学校４
年 岡本晴臣さん 
入賞：末広小学校４
年 松澤葵さん 

 

【予告】 神山作品展 2022（２月19日-20日） 【予告】 お笑い健康講演会（１月30 日） 

日

時

 

令和４年 13:00～14:30 

１月３０日（日） 

会

場

 神山公民館 

主催：神山連区地域づくり協議会女性部会 

●プログラム「落語１」 

津島屋寿芸虫さん 

●プログラム「落語２」 

好屋麦酒さん 
 

参加賞有り。申込み 
は神山公民館まで。 
みんな来てね！  

 
 

経大亭勝笑さん講演 

「笑いは心の潤滑油」 

 

末広小学校１年 西村瑞彩さん  中部中学校３年 石井泉乃介さん  神山小学校４年 岡本晴臣さん   末広小学校４年 松澤葵さん  
 

市長賞            審査委員特別賞 


