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初の昼神楽で三団体が熱演

ふれあい神楽交流大会

平成25年11月20日

校郷土芸能同好会による
高校生とは思えない気迫
のあ る演技 の﹁日本 武
尊﹂や︑飯南神楽同好会
によ る﹁滝 夜叉姫﹂ な
ど︑三団体によって熱い
神楽が披露されました︒
演目の中でたくさんの猿
が会場内に交る演出やス
テージから火が噴きあが
る激しい演出があったり

大盛況の地域の皆さんによる協賛バザー！

と濃 い内容に 会場は大 いに
盛り上がりました︒
ま た︑うど んやおで ん︑
香茸 のおむす びや飲み 物な
ど︑ 各種団体 のみなさ んに
よる 美味しい バザーも 出店
され ︑他にも 谷自治振 興会
のポ ロシャツ やタオル など
も販 売し︑新 たな取り 組み
も始まりました︒
日 中の神楽 というこ とも
あり ︑いつも とは少し 雰囲
気が 違ったの ではない でし
ょう か？ 今 後も地域 のみ
なさ んの意見 を聴きな がら
企画 をしてい きたいと 思い
ます︒

けながらの発表となりまし
た︒﹁清流クラブ﹂が進め
ている小水力発電とやまめ
の取組みについての説明︒
﹁ゆず舟亭﹂では飯南町産
のぶどうを使った﹁ぶどう
ジャム﹂の試作について︒
﹁みんなの笑顔プロジェク
ト﹂からは十日に行われた
﹁てづくり年賀状教室﹂開
催など︑各グル︱プとも少
しずつではありますが前進
十月 二十三日﹁まげな谷 している様子を聞くことが
づ く り ﹂ の 全 体 会 が 行 わ できました︒
れ︑各 グループの活動報告
及び意 見交換が行われまし
た︒今 回は中山間地域研究
センタ ーよりマイクロ水力
発電の 専門員︑地域支援ス
タッフ のみなさんも参加し
て頂き︑アドバイス等を受

が 濃くな ってきま した。

〜お知らせ〜
十二 月十 六日 月
( 午
) 後 七時
五十四 分より︑ＴＳＫ 山
( 陰中
央テレ ビ の)﹁しまね情 報ＣＵ
Ｂ Ｅ﹂ に て︑ 輸送 活動 や 谷笑
楽 校な ど の谷 地区 の取 組 みが
放 送さ れ ます ︒是 非︑ ご 覧下
さい︒ 放(送時間が一時 間単位
でずれることもあります︶

各グ ルー プ とも 活動 の 中身

山陰中央テレビの若林アナ

発行
谷自治振興会
谷公民館
石見神楽亀山社中による「頼政」

第三回

第三回﹁ ふれあい神楽
交流大会﹂ が十月二十七
日に開催さ れました︒神
楽といえば 夜のイメージ
が浮かびま すが︑今大会
は昼間での 開演︒町内で
も 各種イ ベント が多い
中︑たくさ んの方に来場
して頂きま した︒石見神
楽 亀山社 中によ る﹁塩
祓﹂から始 まり︑新庄高

高校生とは思えない気迫の演技！
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第５号

綺麗になった参道での楽打ちの様子

兵庫県より視察

谷笑楽校

12月 4日(水) 9:30〜

りめいく友の会

谷笑楽校

門松づくり

谷公民館

12月14日(土) 10:00〜

育児サロンこがもちゃん
クリスマス会

谷笑楽校

12月18日(水) 9:30〜

りめいく友の会

谷笑楽校

地域の皆さんからの情報をお待ちしています！

雲南﹂

11月26日(火) 13:30〜

in
in

谷地区へやってきた！

谷笑楽校

何 気 なく 車 窓か ら 見る 風
景︒ 今 年は 一 段 と紅 葉 がき れ
いに 見 える の は 私だ け でし ょ
うか ？ 日 一 日 と寒 さ を感 じ
る季 節 とな り ま した ︒ この 冬
は大 雪 とか ⁝ あま り 降ら な
いことを祈っています︒

育児サロンこがもちゃん

﹁グランパ

朝から晩まで楽しく賑やかな一日となりました。

二日 土 二輪草の会主
(
)
催﹁グ ラン パ
雲南 ﹂
によるイベントが谷笑楽
校で開催されました︒絵
本の読み語りや紙芝居︑
マジックショーなどが元
気なグランパ達によって
披露され︑大人も子ども
もお腹を抱えて笑い︑和
やかな雰囲気で楽しい時
間が過ぎました︒また︑
谷婦人会の皆さんによる
バナナケーキと紅茶のお
もてなしも︒久しぶりに
笑楽校に笑い声が溢れる
一日となりました︒

12月 7日(土) 9:00〜

あとがき

ふるさと教室パネル展示期間 谷笑楽校廊下

●12月4日 〜 12月9日

神 英雄氏 講演会
谷笑楽校
「ふるさとの宝の見つけ方」

12月 6日(金) 19:00〜

改修された参道で盛大に開催
十月十八日 金
( ﹁
) 谷八
幡宮例 大祭﹂が開催され
ました ︒雨の日が続いて
いまし たが︑当日は天候
にも恵 まれ︑澄んだ青空
の下で ︑色鮮やかな衣装
と賑や かな楽打ちが谷間
を彩り ました︒鳥居の前
で全地 区が集合し︑新た
に改修 工事がされた参道
では︑ 楽打ちがよりいっ
そう美 しくみえました︒
境内で は楽打ちの奉納が
盛大に 行われた後︑年祭
りや御 神輿が担がれまし
た︒また︑夜からは拝殿
において川本神楽団によ
る 神楽の 奉納が 行われ
﹁恵比須﹂や﹁塵輪﹂な
ど の演目 が舞わ れまし
た︒地域の方々との楽し
い会話と神楽の舞に酔い
しれつつ賑やかな日を振
り返り︑谷の自然の恵み
に感謝するお祭りとなり
ました︒

11月23日(土) 13:00〜

鮮やかに黄色く染まった銀杏

場所
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日時
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グランパの読み語りに子ども達は釘づけ

１１月の一枚

