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新年のご挨拶


新年あけましておめでとうございます。皆様には、健や
かに初春を迎えられたことと心よりお慶び申し上げます。
昨年は新型コロナウイルスの影響によって、稲津まちづ
くり推進協議会が予定していた大半の行事を中止あるいは
規模を縮小せざるを得なくなりました。
そんな中で開催できました、いいなっつ農園の収穫祭と
展示のみの実施とした稲津町文化祭を通じて、改めて思う
ことがあります。それは、
「私たちは、誰かとのふれあい、
会話、交流を求めている」ということです。外出の自粛や
人との距離をとる行動に疲れた心を癒してくれたのは、人
とのつながりでした。改めて、
「町民参加の輪の拡大」
「楽
しさあふれる公民館活動」を事業計画の柱に据える、まち
づくり活動の大切さを感じました。
今年は新型コロナウイルスと上手く付き合いながら、稲
津ならではの楽しい行事を展開できればと考えています。
ここ数年来「御朱印」が流行っています。一方、大河ド
ラマ『麒麟がくる』の影響を受けて城や城跡を対象にした
「御城印」も静かなブームになっています。稲津まちづく
り推進協議会の協力団体の一つでもあります、小里城顕彰
会の皆さんのご尽力により、私たちのふるさと稲津の小里
城跡もこの機会に、この「御城印」を制作しました。身近
な史跡にふれあいを求めて、思い出の一枚を手に入れては
いかがでしょうか。
稲津まちづくり推進協議会では、今年度「未来の稲津の
まち」を考えるプロジェクトチームを立ち上げました。三
十、四十代の若手グループが、理想を現実にすべく、多岐
にわたって自由な発想で稲津の将来についての議論を進め
ています。
まちづくり組織だからこそできる長期計画として、じっ
くりと丁寧に検討を重ねてまいります。
コロナ禍にあえぐ今、従来と同じ活動は困難な状況です。
しかしながら、伝統、文化遺産の伝承や、将来を担う子ど
もたちが幸福を感じる故郷づくりをはじめ、まちづくり組
織の責任を果たしていくことは多くあると思います。
町民の皆様には、こうした状況を踏まえたうえで、まち
づくり活動にご理解とご協力をお願い申し上げます。
本年が、皆様にとって健康で実り多い一年になりますよ
うご祈念申し上げます。
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小里城跡整備祈願祭
屏風山山開き祭
通常総会

（４日）
（11日）
（25日）

5

いいなっつ農園 苗植え
稲津ふれあい映画館

（16日）
（中止）

6

広報紙28号発行
稲津町青少年育成町民会議（中止）
春の花いっぱい事業
（5日）
屏風山登山と山の音楽会 （中止）

8

小里城跡、止静庵跡、
水洗・中学校線桜並木整備事業

（１日）
町民夏まつり
（中止）

9

町民ふれあい大運動会

（中止）

10

いいなっつ農園収穫祭
(11日 )
お年寄りと子どものふれあい広場

（14日）
稲津町文化祭
（24・25日 )

11

秋の花いっぱい事業

12

まちづくり年末イベント
「クリスマス コンサート」

秋の花植え

11月

（５日）
（中止）

1

広報紙2９号発行

2

稲津青少年育成町民会議 （未定）
いなつフォークビレッジ
（中止）

3

うえるかむすぷりんぐコンサート （6日）

幼児園児と退公連

ひざし付近

遠州流は、自然の素材で生ける流派で、以前は野山へ出かけ素材を見つけ生
けていましたが、最近は購入した素材を使ったりもします。今年も文化祭に展
示してくださった生け花は、ヤツデやツワブキなど自宅の庭で切った花や枝を

美智子さん
瑛美子さん

使いました。10月31日は満月なのでススキも生けました。
伝統文化体験教室では、型は教えますが自分なりに生けてもらうようにして
います。興味のあるお子さんはテレビを見ていて
「假屋崎さんはこうやってたよ」
と話してくれました。子どもの自由な発想には驚かされているそうです。
これからもお二人には稲津に華を添えてもらえたら嬉しいです。

稲津が誇れる
文化自然遺産
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華道 遠州流の先生
水野 瑛美子さん 79 歳（神戸）
前川 美智子さん 73 歳（五郷）

稲津に華をそえるお二人さん

小里城跡御城印ができました！

小里城顕彰会、稲津ま
ちづくりが観光振興を目
的とし、小里城跡御城印
を作成しました。
和紙風の用紙に背景は小里城跡山頂の石組
と桔梗の家紋、文字や御城印などは稲津町ゆ
かりの方に作っていただきました。
『登城記念』、「 小里城跡には登れ ないけど
欲しいわ！」という方、是非どうぞ。
月 に 横 浜 で 開 催 さ れ た 〝 お 城 EXPO
２０２０〟で紹介されました。
◆販売場所 エディオン・コバヤシ電器、
めん処 屏風山、きなぁた瑞浪
１枚３００円
◆販売代金

これを観ないと！』

うえるかむ
すぷりんぐコンサート
『春はやっぱり

10

12

◆期 日 ３月６日（土）
◆場 所 稲津公民館 多目的ホール
◆入場無料
入場整理券が必要です
コロナウイルス感染対策を
講 じ な が ら、 ２ 回 公 演 で
開催する予定です。
＊詳細は「月刊 いなつび
より２月号・３月号」を
ご覧ください。

☎ 68-3201 （両事業は瑞浪市夢づくり地域交付金を利用しています。）

稲津公民館

問合せ
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お二人は、長年文化祭に生け花を出展してくださっています。
また、９年前から夏休みにはスポーツ文化クラブ伝統文化体験教室で、子ども達に生け花を教えてみえます。
瑛美子さんは23歳から生け花を始め、平成20年頃から教室を始めました。
美智子さんは結婚してから遠州流の前川庵三先生のもとで始めましたが、先生
が亡くなられてからは瑛美子さんの教室で生けるようになりました。

