
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４１号 

令和３年度を振り返って 

令和４年３月１日 発行 

昨年度（令和２年度）、神山連区に組織されている３団体（「神山連区運営協議会」
「神山連区地域づくり協議会」「一宮市社会福祉協議会神山支会」）の会則を見直し、
関連性の明確化を図り、役員の任期及び定年制などの改訂を行いました。多くの関
係者に右図のような冊子にまとめた会則を配布しました。 
 本年度（令和３年度）に入り、昨年６月１９日に開催された合同役員会の場で、
「神山連区地域づくり協議会」の事業を活性化し持続化を図るためには事業部会の
構成を見直すことなどの課題があることから、改めて鎌倉連区長を委員長とする改 
 

❏ 会則改定委員会からの報告  

一月は行く二月は逃げる三月は去るの言葉通り、はや本
年度の活動も終了となります。昨年度に増してコロナ禍で
連区の皆さまには、大変ご迷惑をおかけ致しました。しか
しながら、 周年記念行事として山本昌さんを迎えての
講演会や神山１００年の歴史をたどる講演会や写真展な
ど開催し、多くの方々に参加していただきました。 

また、安全対策や災害に備えるために、防犯カメラの一
斉点検や、「災害時安否確認カード」の全戸配布も行いま
した。本年度皆様のご協力に感謝申し上げると共に、来年
度更なるご支援をお願い致します。 

 

 

レスキューハウス「助
かる命を助けるために」
動画配信。元消防士が災
害や事件、事故をもとに
検証します。 

過日、大阪の繁華街にある心療内科クリニック
で起きた放火事件。 人もの尊い命が奪い去ら
れたことは記憶に新しい。亡くなったほぼ全員が
一酸化炭素中毒死。一酸化炭素は比重が軽く上に
上る性質がある。火災のときにとる姿勢、逃げる
方向、脱出方法を紹介します。 

訂委員会を組織し改訂を進めるこ 
ととしました。令和４年１月１２ 
日第７回委員会にて最終案を作成 
し、関係者（神山支会評議員、地域づくり協議会役員）への
説明・承認を進めてきました。３月２１日に開催予定の連区
総会にて関係者の承認を得て改正する予定です。今後、改正
に伴う作業を令和４年度中に実行し会則に従って令和５年
４月から施行していきます。作業の経過は広報誌等で周知し
てまいります。ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。 
 

（↑）1 年間使用した一宮市 
100 周年記念ロゴマーク 

（→）神山連区地域づくり 
協議会会長・連区長 
鎌倉邦男 

❏ 第 回全国中学生人権作文コンテストで受賞 
第 回全国中学生人権作文コンテストで中部中

学校 年生の豊島湊さんの作品「実を結んださく
らんぼの木」が一般社団法人日本新聞協会会長賞
に選ばれました。 月 日に一宮人権擁護委員協
議会の梅村安男会長から賞状とトロフィーを授与
されました。誠におめでとうございます。 

 

一宮人権擁護委員会会長から賞状とトロフィーが手渡されました 

火事で生き残る唯一の方法とは 
（YouTube 動画から―視聴は QR 

コードまたは下段 URL アドレスから） 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

❏ 令和４年 新成人のつどいが開催されました（１月９日） 於 中部中学校アリーナ 

中中校区新成人代表 北林大幸さん 工藤光さんからメッセージ 
 

まず、事前準備から私たち代表をまとめていただいた市職員
の方々、学校の先生方には、大変感謝しております。状況が刻
一刻と変わるコロナ禍ですが、何かあればすぐ連絡をいただけ
たので、成人式を無事に開催することができました。本当にあ
りがとうございました。 

また、成人の一員として自覚を持ち、将来の夢に向けて自分
の信念を曲げず、そして周りの方への感謝を忘れず日々取り組
んでいきたいと思います。 

↑（左）一宮市民会館での式典を中継してリモート開催 （中）懐かしい仲間たちと記念撮影 （右）恩師の先生たちと再会する 
↓ 対象になった新成人の約８割が参加。服装や化粧で随分雰囲気が変わった人も・・・というアナウンスがありました。 

❏ ペタンク大会が開かれました（１月１６日）   ❏「ボッチャ」体験会（１２月１９日） 

一年で最も寒いこの季節、神山小学校運動
場で神山公民館体レク部主催ペタンク大会が
開かれました。 チームが 点先取（途中か
ら 点先取）で ゲーム行いました。原昇一
さん伊藤信子さんチームが見事優勝。寒さに
負けず皆さん頑張りました。 

昨年の東京パラリンピックで注目されたボッチャを
神山公民館で行いました。ルールはペタンクとほぼ同
じ、小学生から高齢の方まで気軽にできる競技です。 
今回は約 名が チームに分かれ得点を競いました。 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❏ 神山公民館地域学習応援講座（➀～➅）が開講されました（１0 月・11 月・12 月） 
令和３年度に新たに始めました「地域学習応援講座」は、地域住

民が自ら講座を企画・発表する場として多様化する学習ニーズに対
応するとともに、住民同士が共に学びあう学習活動を支援し、学習
の輪をさらに広げることを目的に、本年度は６講座を開催しました。 

 
➀ 親子でプログラミング講座〔 ・ ・ ・ 〕 

講師はコンピュータ専門学校の先生で、内容は子供向けに開発さ
れたゲームソフト開発プログラム（自分だけのゲームを作る）で学
ぶものでした。小学 年生から中学校 年生までの親子７組が参加
しました。全４回の講座で、全員が作品を完成させ、達成感を味わ
ってくれるか、楽しんでくれるかが目標でした。 

講座では親子がひとつの作品に対して協力して作業する姿が印象
的でした。最後は、子供に一人ずつ順番に発表してもらいましたが、
みんなしっかりプレゼンすることができました。プログラミングは
アイデアが必要、問題も発生するし、またそれを解決しないと完成
しません。このようなスキルを磨くことで、プログラミングの枠を
超え、他の教科の底上げになる能力を身に着けることができます。 

 

➁ 韓国式美容講座～韓国人のすっぴん志向について〔 / 〕 
この講座では韓国人の美に対する意識に歴史的な背景があるこ

と、実際に行われている美容法がエステや美容医療だけではなく、
ホームケア（食事、運動、スキンケア）を基本としていることが紹
介されました。 

韓国で といいます。食生活
も野菜摂取量は日本人の約２倍、発酵食品のキムチも美容と健康に
貢献しているようです。キムチの美味しい時期が来ると、日本の桜
前線みたいにキムチ前線があるそうです。当日は 名の参加があ
り、講義後の質問も多数寄せられました。 

 
 

➂ トカイナカいちのみやの生き物たち講座〔 / ・ 〕 
一宮の自然写真を撮っている方からの応募で、 年

前に見た生き物が激変していることを、一宮で見られ
る蝶やトンボその他の生き物を通して講義され、生物
多様性が人間も含め、全ての命の基盤であることを学
びました。名古屋の久屋公園は蝶類が 種類だが、一
宮市には 種類いるそうで、渡りの蝶「アサギマダラ
（乱舞する姿はきれい）」の渡り地を市内に作り、人々
に自然にもっと興味をもってもらうことなどの SDGs
観点の提言がありました。両日、合わせて４６名、親
子参加は５組ありました。 

 

心身健やかであることが美容には大切という 

➃ ろっ骨体操カキラ体験講座〔 ・ 〕は、
名の参加があり、運動の苦手な方でも楽しめる

と好評で、公民館の自主サークルに発展しました。 
 
➄ 初めてのスマホ講座〔 〕は 名の参加があ
り、スマホ販売店の出張説明会で、なかなか新しい
情報に接する機会のない方にとって有益でした。 
 
➅ うどん打ち体験講座もありました。 

 
今後も「地域学習応援講座」を継続していく予定

です。詳しくは、神山公民館へお尋ねください。 
 

（右）第４回講座 
（左下）第５回講座 
（右下）第６回講座 

いずれも会場は 
神山公民館 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 ≫≫  ３日（木）9：30～ ○所  中部中学校 卒業式 
１０日（木）9：50～ ○所  神山公民館 児童育成協議会総会 
１８日（金）9：30～ ○所  神山小学校・末広小学校 卒業式 
２１日（月・祝） 9：45～ ○所  i ビル７階シビックホール 神山連区総会  

４月 ≫≫ １８日（月）9：00～ ○所  神山公民館 町会長会議（市主催・連区主催）  

※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３月～４月行事予定  ○所 開催場所      行事詳細は神山公民館 ☎43-3001 まで 

お店発見！ （栄４丁目 税務署 南） 
洋食 「三栗」 

 tel: - -  
昼 ～ :  夜 : ～ :  木曜定休 

ハンバーグがおすすめの洋食屋さん。お昼のラ
ンチセットは前菜、サラダ、スープ、飲み物も付い
ています。ハンバーグは 
もちろん、カニクリーム 
コロッケも美味です。感 
染対策がとれたあいスタ 
認証店です。 

❏ 女性部会主催お笑い健康講演会を収録（1 月 30 日） 

❏「能」にしたしむ会が開催されました（1 月 3１日） 
今回、神山公民館に来ていただいた

金春流の本田布由樹氏に能楽史年表を
詳しく教えていただき、シテ方には、
「能楽五流派」と呼ばれる観世流、宝生
流、金春流、金剛流、喜多流があること
や金春流はもともと奈良を本拠地と
し、興福寺や春日若宮と深い関わりが
あることを教えていただきました。ま
た、扇の表と裏の違いや羽衣、天冠（て
んがん）、能面などを付けて羽衣キリを
舞っていただき感動しました。 

 
 

神山公民館趣味クラブ 紹介 
ピンクリボンヨガ 
講師 岡崎 美佐子 

乳がんという辛い経験をした方や治療中の方
へのリハビリヨガを行っています。ヨガをして
リラックスした後に、皆さんで色々とおしゃべ
りをして、不安やストレスを分かち合っていま
す。少しでも心と体が元気になれる場所であり
たいと活動しています。入会お待ちしています。 

神山公民館趣味クラブ 紹介 
ピラティスエアロ同好会 
講師 水谷 秀子 

私たちは８年前から活動しています。エアロビ
クスで全身運動をし、脂肪燃焼効果を高め、ピラ
ティスでインナーマッスルを鍛えて、しなやかな
身体、美しい姿勢を目指します。参加メンバーは

代～ 代と幅広く仲良しメンバーで楽しくレ
ッスンをしています。入会は随時行っています。 

 

天冠、能面、扇など、道具類の展示と使用する
方法や所作の意味など説明がありました 

津島亭寿芸虫さん、好屋麦酒さん、岐大亭勝笑
さん３人の寄席をビデオ収録。協議会 HP と
YouTube に UP しています。QR コード 
または下記アドレスでご覧ください。 
笑いの渦に巻き込まれること間違いな 
しです。 

 


