2 月 19 日（日）13 時 30 分開演
会場：プラザ西伯
主催：法勝寺地区地域振興協議会
生涯学習部
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氏名または団体名 （敬称略）

演

目

所

南部太鼓

さくら太鼓

南部太鼓

板 英一郎

歌「サライ」

落合

松原 正春

歌「夫婦一生」

山田谷

民謡教室
白川 明

歌「旅路の果ての」 落合

松本 佳希

歌「歩いていこう」 山田谷

湯口 展好

歌「舞酔い雪」

鴨部

岡本 由美子

踊り「演歌道」

わかとり会

奈喜良

歌「母」

法勝寺下

南部町男女共同参画推進会議

人権寸劇

南部町男女共同参画推進会議

中井 久美子

踊り「風の盆恋歌」 わかとり会

古曵 ゆき子

歌「松島紀行」

細川 民治

他4名

大江 航

ヒップホップダンス

遠藤 修

歌「お前を離さない」 落合

前田 勇二

歌「女に生まれて」 山田谷

馬場・れんけんバンド

バンド演奏「オンリーユー」

亀澤 登代志

歌「夜のプラットホーム」 東部

蔵光 聖美

歌「与作」

大原 彰

他4名

東部

山田谷

法勝寺上
おしどり会

※プログラムの順番・演目は変更する場合も

同時開催！

平成 24 年 2 月 2 日発行
法勝寺地区
地域振興協議会
総務企画部

第 80 号

ことぶき大学カラオケ教室

寸劇「母ちゃんの米」 鴨部カラオケ同好会

銭太鼓
「まいちょこ音頭」

報

属

踊り「大山草刈卙労の唄」
「安来節」
民謡教室

静昭

広

ありますのでご了承ください。

何処でも行われる恒例の「とんどさん」ですが、三本木地区は小学生が獅子、天狗、鈴で
舞いながら各家を回り、「と・ほ・えみ・ため・はらいたまえ・きよめたまえ」と口上を述べ、お
祓いをする習わしがあります。それに対して、各家はお年玉としてお金やお菓子・果物などを捧げ
ます。このお年玉は 6 年生によって子どもたちみんなに分配され、今年は 11 人の子どもたちに分
けられました。皆、真剣で嬉しい様子が見られます。この行事は 100 年以上継承されており、こ
れで今年も無病息災良い年になりそうです。

鳥取県では「とんどさん」と呼ばれる「左義長
（三毬杖/さぎちょう）」とは、小正月に行われ
る火祭りのことで、門松やしめ縄飾りで迎えた
歳神を、それらを焼くことによって炎と共に見
送る意味があるとされており、地方によって呼
び方が異なります。また、行事そのものが無形
民俗文化財になっているところもあります。

新潟県村上市岩船
群馬県
「どんどん焼き」「かんじょ」
島根県太田市五十猛町
福岡県
「グロ」
「ほっけんぎょう」

メモ

〒683-0351
鳥取県西伯郡南部町法勝寺 341 番地
TEL/FAX(0859)66-3121

皆さんお誘いあわせてお越しく
ださい。

「とんどさん」で“書き初めを焼いた炎が高く
上がると字がうまくなる。”“しめ縄などを焼い
たあとの灰を自宅の周辺にまくとその年の病を
除く”
・・・と言われています。

愛媛県東予地方
「とうどうさん」

長野県松本地方
「三九郎」

ふれあい部

地域づくり部

1 月 12 日（木）
初夏の田植えから始まりました西伯小学校 5 年生の
農業体験。秋の稲刈り、脱穀を体験収穫されたもち米
で餅つき大会が行われました。クラスごとにウス 3 個、
麺台 3 台を用意し、5 年生全員が杵をふるってもちつ
きを体験しました。自分たちがついたもちは、ことの
他おいしかったようです。特にきなこもち「めっちゃ
おいしかった」と、とても好評でした。

第 3 回ふれあい福祉健康講座

「心の健康」をテーマに取り組んできた健康講座も今年度最終回となりました。
リラックス、リフレッシュ効果、また最近話題のデトックス（毒素排出）などで注目を集めてい
るハーブティーと、フライパンで簡単に作れるパンケーキで午後のひと時を過ごしませんか？ご
希望の方は協議会事務局までお申し込みください。
締切り：2 月 17 日（金）
場所：南部町公民館さいはく分館
参加費：200 円

総務企画部

1 月 29 日（日）
まだまだ寒い冬は続き、ストーブを使うこの時期にこ
そやっておきたい消火訓練。被害拡大を防ぐためには、
火災をいち早く知らせることと、初期消火が大事です。
いざという時に消火器がない、あっても使えない、なん
てことがないように！火災をおこさないのはもちろん
ですが、万がいちのことがあった時に、ご近所での助け
合いが大切な命と財産を守ります。

2 月 25 日（土）13 時 30 分

火事ですか？
救急ですか？

定 員：30 名（定員になり次第締め切らせていただきます）
※エプロン、三角きんをご持参ください。

生涯学習部

大人のお手本を見て、子どもた
ちも実践！

日時：3 月 4 日（日）午前 8 時 30 分～
場所：法勝寺川河川敷グラウンドゴルフ場

詳しくは回覧を
ご覧ください

◆1 チーム 5 名（年齢問わず）
◆参加負担金 1 チーム 500 円
◆賞金：各チーム参加賞
優勝～3 位、
◆賞品：個人賞（一般の部、中学生の部、小学生の部）1 位～5 位

皆さんは子どもの頃、どんな遊びに夢中になっていましたか？

◆申し込み締め切り：2 月 29 日（水）

懐かしい遊び・今の子どもたちに教えたい遊びなどお寄せ下さい。
お年玉クイズ（第 79 号）答え、当選者発表
メンコ

男の子の遊びの王道といえば、やはりメンコ。
自分のメンコを地面にたたきつけて相手のメンコを裏返したら自分の物になると
いう、単純に見えて「風圧をいかに利用するか」がポイントで、意外にも高度な
技術と知恵を必要とする遊びと言えるでしょう。

答え：「ちょうだい」
おめでとうございます
東

部：TN さん

山田谷： MA さん

アメリカンクラッカー

昭和 40 年代後半、流行ったもので忘れてはいけないのが「アメリカンクラッカー」
でしょう。金属製のリングに丈夫な紐、その先には 2 つのプラスチックの玉がつい
ており、これをカチカチとぶつけ合うだけの遊びですが、上級者ともなると目にも
止まらぬ速さで上下にぶつかり合い「カチカチ」という音から「パチパチ」に変わ
っていくのです。しかし、紐が切れたり玉が目にあたったりという事故が増え、あ
っという間にブームは去りました。

花いちもんめ

♪勝ってうれしい花いちもんめ 負けて悔しい花いちもんめ
あの子じゃわからん 相談しよう そうしよう♪

あの子がほしい

小学生の女の子たちがこぞって興じた「花いちもんめ」。この歌はいくつになって
も歌えるという方、多いのではないでしょうか。

法勝寺上：MT さん

昭和 42 年 すみれ保育園

多数のご応募ありが
とうございました。今
回外れた方、申しわけ
ありません。また、懲
りずにご応募くださ
い。

4 日（土）9:00

救急講習会

南部町公民館さいはく分館

9 日（木）19:00

総務企画部会

南部町公民館さいはく分館

14 日（火）19:00

役員会

南部町公民館さいはく分館

17 日（金）19:00

地域づくり部会

南部町公民館さいはく分館

19 日（日）13:30

芸能発表会（兼作品展/人権学習） プラザ西伯

25 日（土）13:30

ふれあい福祉健康講座

南部町公民館さいはく分館

27 日（月）19:00

ふれあい部会

南部町公民館さいはく分館

29 日（水）19:30

生涯学習部会

南部町公民館さいはく分館

