
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な事業計画等 
10月 14日(日)  

であいの里ふれあいまつり 

10月 15日(月)  

養父市自治協連協研修会 

10月 22日(月) 10：00 

モニタリング 市より来館 

(協議会の運営等調査) 

10月 27日(土)社協出店 

10月 27.28日(土・日) 

関宮文化祭・ 28日(日)出店 

11月 3日(土) JAたじま関宮 

ふれあい感謝祭出店 

11月 4日(日) 

但馬蔵創業祭出店 

11月 10.11日 

但馬まるごと感動市  

11日(日)出店 

11月 17日(土) 

であいの里ふれあい市場 

主な活動経過等 
9月 21日(金) 19：30 

  第４回運営委員会 

9月 22日(土)土曜朝市  
9月 26日(水)出会いカフェ 

9～10月随時 まつりのもちつき 

 

 

 

★ ☆ ★ 展示作品募集 ★ ☆ ★ 

あなたの作品をぜひ出品してくださいます

ようよろしくお願いします。 

短歌、俳句、川柳、絵画、書、写真、手芸品、 

お花、工芸品、野菜、家に眠っている昔の道具 

その他 なんでもよいです。 

持込は 10 月 13 日(土)10 時～12 時 

引取は 10 月 14 時(日)16 時～17 時 

2018/10/5 №106 

出合校区協議会 

（であいの里） 

(電話) 667－8020

（Fax）667－8022 

http://www.deaik

yo.com/(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ) 

facebook  出合

校区協議会 検索 

 

午前 10 時 30 分～11 時 30 分 体育館 

地域振興講座 

講話「但馬の良さを再認識 

 ～食を通じて地域の活性化～」 

講師 道の駅まほろば 駅長 福丸 泰正 氏 

《プロフィール》 

1972 年東京生まれ 

大学卒業後伏見稲荷大社で神職として奉職 

京都の料亭 下鴨茶寮で食材を学ぶ 

募集に応募、但馬のまほろばの社員となり、但馬へ I ターン 

総務課長、飲食課長、総務企画部長を経て現在に至る 

《コメント》 

「外から見ると分かる但馬の魅力！」但馬は凄い地域。特に「食材」が凄

い。“宝庫”です。もっともっと「但馬の素晴らしさを皆さんに再認識」していた

だき、地域の活性化につなげていければと思っています。 

午後２時５０分～３時１０分 

公 演  新温泉町 無形文化財 

「千谷 麒麟獅子舞 賢く健康になりますように！」 

家内安全、無病息災、五穀豊穣 

子どもの健やかな成長を祈願 

千谷 麒麟獅子舞保存会 

 

 

10月 14日（日） 

“であいの里ふれあいまつ

り” 

       みんなでお出かけしましょう ！ 
 

テーマ   であい・ふれあい・笑顔 あふれて 

地 域 を 元 気 に ！ 
 

今年も ためになる 楽しい催し が いっぱい 

みて、きいて、大勢の人と出会って、話して、 

動いて、楽しい時間を過ごしましょう！！ 

元気を分かち合いましょう！！ 
 

【と き】平成３０年１０月１４日(日) １０時～１５時２０分  

【ところ】であいの里（養父市出合 249 出合ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）  

【内 容】・展示の部 

作品展示（一般、出合こども園、手芸サークル他） 

各部会活動の様子の展示 

食に関する懐かしい道具類、食器類の展示 

・講話・公演等の部 

「但馬の良さを再認識～食を通じて地域の活性化～」 

「健康長寿の秘訣は 笑い ふれあい 運動習慣」 

「千谷 麒麟獅子舞  賢く健康になりますように！」 

「わっしょい であいっ子」 

・加工品販売、喫茶開店（食事、のみもの等） 

【送迎車運行】 

今年は『やぶくる』車で送迎します。（マイクロバスの運行はナシ） 

（養父市自家用有償旅客運送事業の利用促進を試みる。） 

利用料：無料 (協議会が負担) 

対象者：別宮、葛畑、川原場、鵜縄、安井、轟、尾原の方で 

自分で運転ができない方 

申込み：配車の都合上、各区長へ１０月１０日迄に申込むこと。 

時 間：迎えは 9 時 30 分頃から順次、送りは 3 時 30 分頃から 

乗降場所：今回は基本的に各バス停にてお願いします。 

 

午後１時４０分～２時４０分 体育館 

健康体操 「健康長寿の秘訣は 笑い ふれあい 運動習慣」 

“あたま”と“からだ”大いに使い、みんなで楽しく元気づくり！ 

講師日本体育協会公認エアロビック指導員 小西晶子 氏 (豊岡市在住) 

 

 

《千谷麒麟獅子舞の由来》 

 江戸末期、千谷地区に大火があり集落の殆どが焼

ける大惨事があった。その後村の有志で麒麟獅子を

奉納し、秋葉神社を火の神として奉納したと古文書に

残っている。 

現在は、春祭りは４月の第３日曜日、秋祭りは９月１

９日の年２回、家内安全、無病息災、五穀豊穣を祈願

し全戸を練り歩いている。 

 

《麒麟獅子舞のルーツ》 

鳥取の樗谿神社に、日光東照宮の徳川家康の御分霊

を勧請したときの祭礼行列に、獅子よりも品格高く、

日光東照宮を象徴する麒麟を頭に、獅子あやしとし

て、能の猩々をつけた麒麟獅子舞を、因幡東照宮の奉

納芸能として舞ったのが、その始まりとされている。 

喫茶開店 10 時～ 

・のみものなど 

コーヒー、紅茶、ココア  ２００円 

のみものと和菓子セット  ３００円 

・昼食は 11時 30分～（12時 30分まで受付） 

山菜おこわ、豚汁、漬物 セット ３００円 

加工品販売 

和菓子(餡入りとちもち・よもぎもち・大福) 

パックもち、つけもの、山菜おこわ 他 

 

 

美味しいご飯  

を食べて元気に

すごしてね。      

みなさまのおこし

をお待ちして        

います。 

午後１時１５分～１時２５分 

午後のオープニング 

出合こども園 

「わっしょい であいっ子」 

出合こども園の園児と先生が

みこしをかついで会場を歩き

ます。「がんばってみんなの元

気なお顔を見に行きます。」

「応援してね。」 

 

裏面もご覧ください 

http://www.deaikyo.com/
http://www.deaikyo.com/
http://www.facebook.com/


 

親睦研修旅行 
京都御所・総本山智積院へご案内 

 

総本山智積院 

東山区にある真言宗智山派総本山の寺院である。山号を

五百佛山（いお 

ぶさん）、寺号 

を根来寺（ねご 

ろじ）という。 

本尊は金剛界 

大日如来、開 

基は玄宥であ 

る。来る平成 35 

年は真言宗の 

宗祖 弘法大師 

 空海上人のご 

誕生 1250年を 

迎えます。 

当初、7 月 8 日に予定していました今年度の親睦研修旅行は、悪天候、交通事情

等の関係で中止としていました。 

楽しみにしていた方も大勢おられましたので、下記のとおり再度計画しました。

京都は、古きよき情緒が漂い日本の歴史が肌で感じられ、何度訪れてもよい場所で

す。 

この機会に、秋の京都の旅にお誘いあわせご参加くださいますようご案内します。 
〔担当：自治振興部会〕 

 

【と き】 １１月 23日（金・勤労感謝の日）であいの里 7時 30分出発、19時帰着

予定 

【参加費】 ３，５００円(昼食付) 

【申込み】 10月 31日までに であいの里へ（☎667－8020、Fax667－8022） 

但し、定員４０名になりましたら締め切ります。 

【行 程】 

であいの里――休憩（まほろば.茨木千提寺 PA）――がんこ京都三条本店（昼食）・・・・・ 

8：00 発       各 15 分           下車 11：２５～12：35  

・・・京都御所参観――総本山 智積院(庭園・収蔵庫)―――宝塚北 SA 休憩、買物―

― 
12：35～13：45      14：00～15：00          15：55～16：55 

――― 休憩(まほろば１５分)―――――であいの里 19：00 着予定 

* 申し込み後、変更がない限り、通知はしませんのでご了承ください。 

 

京 都 御 所 

700年以上の長い間国政の中心として様々な行事や公務が

行われ続けてきました。まさに歴史の生き証人です。 

〔担当：自治振興部会〕 

H30 親睦研修旅行 申込書          提出：であいの里 10 月 31日（水）迄          

区 名 氏   名 電  話 備   考  

     

     

 

 

 

 

 

 出合コミュニティスポーツセンター（防 災 倉 庫） 

               毛布など防災資材増設 保管 管理 
 

養父市は、防災資材の充実のため下記の 

防災資材を 10 月中旬ごろ配備（出合コミュ 

ニティスポーツセンター）する予定です。 

 ただし、養父市が『指定避難所』を開設 

した場合のみ使用します。 

品   名 数 量 

毛  布 ３０ 枚  

マット (ロールタイプ 20ｍ) １ 本 

アルファ化米 ５０ 個 

ペットボトル（５００ｍｌ） ２ ケース 

土嚢袋（自治協議会事務局保管） ２００ 枚 

 

 

H３０,10.5発行 であいの里広報  


