


　『ふるさと文化賞』とは、兵庫県芸術文化協会の独

自の顕彰制度として昭和 57 年にできたものです。

　地域社会の中で永年にわたりひたむきな努力を続

け、伝統文化を守り育ててきた方々に贈られる賞です。

　毎年 3 名前後の方に贈られ、宍粟市では 5 人目とな

ります。

　八田さんは、岩野辺の獅子舞に永年貢献されてきま

した。17 歳から獅子舞を始め、舞わし手と笛を習得さ

れ、また、若い頃から 60 歳まで師匠として後輩の指導にも尽力

されました。

　その間、存続がきびしくなったときもあったそうですが、また、

若い人たちが盛り上げてくれて今に続くそうです。「小さい子ど

もの綾
アヤ

が始まり、その子たちが大きくなっての獅子舞を覚える早

さには驚いた～」と当時を懐かしく話していただきました。これ

からもしっかり見守ってあげてくださいね。

　4 月 21 日は、空海（弘法大師）が入定（没）された日で、御接

待と呼ばれる風習が行われている地域があります。主に四国や九

州で、お遍路さんにお菓子や飲み物、宿を提供したりして、苦労

をして修行を続けている人をもてなす習慣から生まれたものと考

えられています。

　宍粟市の辺りでは、千種川沿いに、その風習が残り、今でもお

大師さんのお堂で、4 月 21 日にお参りに来られた人に対して、信

者さんの寄付で用意した菓子や飲み物が振る舞われています。

　今回は、千種町の西河内地区での御接待を取材しました。西河

内地区では、11 か所で御接待を受けることができます。その内の

3 か所は、民家が御接待の場所となっています。

　ご神体は、お不動さんの石像、お不動さんのかけ軸、お地蔵さ

んと 3 軒の家で違いがありますが、毎日、お茶や果物を供え、弘

法大師さんの縁日の 21 日には、毎月お赤飯を用意したりして、祀っ

ておられます。

　毎日、心を込めてお祀りし、4 月 21 日の御接待の日には、ご神

体の周りを花で綺麗に飾り果物や赤飯のおにぎり等をお供えし、

お参りに来られた人に公開しておられます。そして、私費でお菓
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子や、飲み物を振る舞われています。

　毎日心を込めてお祀りされているご神体だと思うと余計にあり

がたく感じられます。

　お参りに来られた人は、普段忙しく近所どうしでも、話す時間

もないことが多く、近況の話に花を咲かせたり、お経をあげたり

されていました。遠くから来られ、久しぶり顔を合わす人も多く

ありました。

　「ありがたい。元気に参って来られ、感謝じゃ」「毎年、ここで

顔を合わせるのが楽しみなんじゃわ」という声がたくさん聞かれ

ました。お賽銭として、金一封を供える人も少なくなかったです。

　取材を通じて、地域のつながり、地域づくりと言って時代に合

わせた新しいことをすることももちろん大事ですが、伝統的な行

事を継続する中で、自然体で地域づくりが育まれていっている様

子を学ぶことができました。

　また、千種は小さい、人口が少ないとマイナスに語られること

多くありますが、小さいからこそ、人口が少ないからこそ力が結

集しやすく、続けられる、新しい事にもチャレンジしやすいとい

う面を持っているんではないだろうかと言うことを感じました。
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　千草にある正福寺のご住職 石神周山さん執筆の本が、㈱天夢人から出版されました

（発売 :㈱山と渓谷社）。

　10 年前、知人との何気ない会話がキッカケとなり、自身で筆を起こし始められました。

そして、色んな縁が重なりあって、この度の出版に至られたそうです。

　小説のタイトルは、『影を売った男 ～ある男の世にも奇妙な物語～ 著者 円山 一』。

　もし願いが叶うなら、あなたは影を売りますか？ ある日、突然、そんな不思議なこ

とが自分の身におきたらどうするだろうか？

　　　　　　　　　　ある青年に降りかかった不思議な体験の物語、あっという間に "円山ワールド "に引

き込まれ、どんどん読み進めてしまいます。

　人間にとって『影』とはいったい何なのだろうか？ 存在する意味とは？ 『愛』とは？ 『影』が象徴する

ものとは？　この恋愛ファンタジー小説を、ぜひ、読んでみてください。

　　お買い求めは　安井書店 (山崎町 )・前田書店 (佐用町 )、またはAmazonのネット販売で。

　岩野辺の森脇高一さん（大正 12 年 9 月 20 日生ま

れ　95 歳）きくゑさん（大正 9 年 1 月 11 日生まれ

　99 歳）夫妻は、夫妻の年齢合計、194 歳 ! これは、

宍粟市で一番です !きくゑさんは、施設で生活され

ていますが、高一さんは、ディサービスや、月 1回

のショートスティを利用されながら、自宅で生活さ

れています。

　長寿の秘訣を高一さんやお嫁さんの友子さんにお

聞きしました。

　まず、第一に自分を律する心が強いことです。お

酒もたばこも若い時から嗜
たしな

んだことがないそうです。

　次に、食生活は、夫妻とも嫌いなものが無く、昔

から「ごっつおや、ごっつおや」と何でもおいしく

召し上がったそうです。

　お嫁さんの友子さんにお聞きすると、「この年齢

になると、食べるのが一番の楽しみになっているの

で、目でも食べることを心がけて、彩りのよい野菜

の茹でたもの、スクランブルエッグ、お肉、柔らか

いご飯、パン等、体に負担のないものを選んで、調

理法も考えている」と答えていただきました。「以

前から、添加物は極力控えていました」と話された

のも印象に残りました。最後に、夫妻とも性格的に

楽天家、ストレスが少ない生活を送って来られたそ

うです。

　高一さんの、今一番の楽しみは、ディサービスの

友との、物の入れあいゲーム、ピンポンの打ち合い

だそうです。自然の中を友と一緒にドライブするの

もとても楽しいそうです。また、家ではお嫁さんや

息子さんも優しく、ありがたいと語っておられまし

た。

　95歳ですが、しっかりと喋られるし、部分入れ歯

ですが、自分の残っている歯も少なくないそうです。

夫妻の今までの一番の思い出を聞くと、「そうやなぁ、

若い時から二人で田んぼしたり、山に行ったことか

な。二人で力を合わせとったなぁ」と嬉しそうに言

われ、口元から金歯がキラリ素敵な笑顔でした。

　取材を通して、生まれ持った恵まれた体の素質、

プラス自律的な努力、周囲のサポート、できる範囲

での社会との繋がり等、長寿のヒントを森脇高一さ

ん夫妻から学ぶことができました。これからも、ま

すますお元気で千種の元気の象徴として長寿を更新

してくださいね。

4 ちくさええとこ通信



　鷹巣部は、現在 15 名で活動していますが、昼中は勤務の関係で地元に残っている

団員は少なく、鷹巣に住んで頑張ってくれている地域おこし協力隊の 2 名が入団して

くれて心強く思っています。また、有事の際や水源の草刈り、消火栓回りの除雪等、

日頃から OB や地元のみなさんにご協力いただいていますこと、改めて感謝いたします。いつも

ありがとうございます。

　定例の活動としては、月に 2 回の機械点検日で放水や巡回など防火はもちろん、防犯や防災を意

識して行っています。8 月には盆踊りの太鼓や飲み物を出店し、10 月の秋祭りでは食べ物を出店

したりと、地元を盛り上げる手伝いもしています。

　平時は、料理の得意な団員のおかげで、OB も含め若い世代の男が楽しく集う場に

なっていますので、地元の未加入の若者には是非とも入団してもらいたいです。（独

身の団員が多いので…お嫁さんも募集中です !）
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千種市民局長　福　山　敏　彦

　若葉薫る好季節となってきました。4 月１日付け人

事異動により、市民局職員も局長以下、若干の入れ替

わりがありましたが、これまで同様心安く、気軽に声

をかけていただきますようお願いいたします。

　宍粟市では、人口減少を抑制するため各市民局周辺

に市民生活に必要な施設機能を集約した『生活圏の拠

点』を構築し、誰もが安心して地域に住み続けること

ができる地域づくりを進めています。

　この千種地域では、「千種生活圏の拠点づくり検討

委員会」の皆様に度重なるご検討・協議をいただき、

宍粟市へ「千種生活圏の拠点づくりの考え方」の提案

をいただきました。

　その提案を基に、市の内部でも考え方の検討・整理

をし、３月に平面計画案を検討委員会、自治会長会で

提示し説明をさせていただいています。

　今後は、地域のみなさんのご意見もいただきながら、

拠点整備へと進めていきたいと考えています。

　「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育

つ」という意味が込められた『令和』の時代を迎え、

これまで以上に、まちづくり推進委員会をはじめ各種

団体及び地域のみなさんと行政が共に心を寄せ合い、

誰もがこの美しくきれいな故郷に愛着を持ち、住み続

けることができるまち創りを進めていきましょう !
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期　日 事　業　名 場　所 時　間 団　体　名 備　考

5/11  ちくさ湿原　クリンソウまつり ちくさ高原キャンプ場 千種まちづくり推進委員会 6/9 迄の土、日

5/26  高保木の杜まつり 旧千種北小学校 高保木杜の会

6/15  園小中高オープンスクール 各々園小中高

6/16  ふれあい（さなぼり）運動会 岩野辺ふれあい広場 岩野辺自治会

7/ 7  砂鉄採取 千種川（千種町内） 10:00 ～ 12:00 宍粟鉄を保存する会

7/ 7  砂鉄精製 千種中学校 13:00 ～ 15:00 宍粟鉄を保存する会

7/15  二宮神社夏まつり 二宮神社 岩野辺自治会

7/21  リサイクル活動   7:00 ～ 12:00 西山自治会

7/21  夏まつり 神社 12:00 ～ 16:00 西山自治会

7/27  妙見夏まつり 千種小学校グランド 妙見夏まつり実行委員会

7/27  夕涼み会 千種杉の子こども園 18:00 ～ 20:00 千種杉の子こども園

7/28  川そそ祭り 中ノ宮神社

8/11  ふれあい 西山自治会 10:00 ～ 14:00 西山自治会

8/14  ふれあい夏まつり 岩野辺ふれあい広場 岩野辺自治会

8/15  鷹巣夏まつり盆踊り たかのす東小学校運動場 鷹巣自治会

9/15  とちの実ひろい 未定 千種とちの木の会

9/22  園・小合同運動会 千種小学校グランド   9:00 ～

9/28  たたら講座 たたらの里学習館 13:00 ～ 17:00 宍粟鉄を保存する会

9/29  たたら講座 千種町内   9:00 ～ 12:00 宍粟鉄を保存する会

千種町内各種団体行事等の予定（５月～９月）

※ 各種団体からの掲載依頼があった行事を載せています。

7ちくさええとこ通信



8 ちくさええとこ通信


