
4 広報かさい　2018.10 月号

ホテルルートイン加西　北条の宿 問合先／オープン準備室 ☎050-5576-8100

　現在建設中の「ホテルルートイン加西　北条の宿」について、オープン予定日は次のとおりです。また、オープンに
向けた準備室も設置され、宿泊予約の電話受付は１０月１日（月）から可能です。

光田和伸先生による播磨国風土記講座 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8756
　　　fax42-8745  kanko@city.kasai.lg.jp

　例年大好評の「播磨国風土記講座」を、今年も開催します。

●テーマ／「播磨国風土記」から日本創成史を復元する。
●講　師／光田和伸さん
●定　員／先着 94 人（申込不要）
●受講料／ 500 円（毎回当日徴収）

●開催日（時間は 13:30 ～ 15:30）
　① 10 月 11 日（木）  ② 11 月 8 日（木） ③ 12 月 13 日（木）
　④ 1 月 10 日（木）  ⑤ 2 月 14 日（木）
●場　所／アスティアかさい 3 階多目的ホール

●オープン予定日　12 月 10 日（月）　　●住所　加西市北条町栗田 7-7　　●宿泊予約　☎ 050-5576-8100

藤田六郎兵衛氏を偲んで 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8756
　　　fax42-8745  kanko@city.kasai.lg.jp

　「100 年に一度の祭典」として平成 27 年に開催した播磨国風土記 1300 年
祭の総合プロデューサーとして、加西市の能狂言文化の創設にご尽力いただい
た藤田六郎兵衛氏（64 歳）（以下「藤田先生」）が、8 月 28 日お亡くなりに
なりました。ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。
　未来を担う子どもたちが、加西の豊かな文化や伝統を継承していくため、「播
磨国風土記」に記されている根日女伝承を基に、新作能「針間（はりま）」を
日本を代表する哲学者の梅原猛氏に書き下ろしていただき、新作狂言「根日女

（ねひめ）」を狂言師野村萬斎氏に監修・演出していただきました。これら日本
を代表する文化人の方々にご協力いただけたことは、藤田先生のご尽力なしに
成し得ないものでした。

名古屋市 / 重要無形文化財総合指定保持者
藤田六郎兵衛氏（藤田流十一世宗家）

●藤田先生と加西市
こども狂言塾と新作狂言「根日女」
　新作狂言「根日女」を次世代へと継承していくため、播磨地域から子どもた
ちを募集し「加西市こども狂言塾」を平成 26 年 4 月に立ち上げました。以来、
藤田先生には、時間の許す限り遠方より足を運んでいただき、応援隊と共に子
どもたちをご指導いただきました。新作能「針間」の披露公演を国立能楽堂で行っ
た際には、こども狂言塾生がお稽古の成果を披露し、盛大な拍手を受けました。

播磨国風土記 1300 年祭から加西能へ
　平成 27 年 5 月 4 日、播磨国風土記 1300 年祭を開催しました。藤田先生の
計らいにより、舞台で使う素材は全て加西産を使用し、特別な能舞台ができあ
がりました。高円宮妃久子さまにもお越しいただき、新作能「針間」と新作狂言「根
日女」を上演しました。1300 年祭の後も、この取り組みは、毎年 5 月 4 日に
開催する「加西能」として引き継ぎ、今年で 3 回目を迎えました。今年の加
西能でも、いつも通り、こども狂言塾のお稽古をつけられ、舞台の演出から演
目の解説を担っていただきました。そこでの、ご出演が加西市での最後の演奏
となりました。

国立能楽堂にて梅原先生、藤田先生と塾生達

播磨国風土記 1300 年祭  新作狂言「根日女」

●最後に
　いつも子どもたちのことを考え指導いただいた藤田先生の思いを引き継ぎ、
今後も「加西能」を開催することで、加西の新たな伝承文化を後世に伝え継承
していきます。
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シリーズ　「地域の思い、地域の力を生かす」　ふるさと創造会議インタビュー

③虹の郷にしありた

●ココ、力入っています
　耕作放棄田を利用したラズベリー栽培に取り組んで
おり「虹ベリー」として地域の特産化を目指していま
す。収穫体験やイベントで虹ベリーラスクとして販売
しています。また、はっちゃけ西在田では、「宿題や
っつけ隊」と題して、夏休み期間中に地元の大学生の
お兄ちゃん、お姉ちゃんが先生になって地域の子ども
たちに勉強を教えています。

●将来の夢を
　西在田地区に住む小さな子どもから高齢者まで、皆
さんが安心して暮らせる地域にしたいです。そのため
に、地域を巻き込みながら、西在田全体を自家発電さ
せていきたいです。

住民主体の地域づくりを推進するため、平成 25 年 9 月から「ふるさと創造会議」制度がスタート。
昨年度、市内すべての小学校区で設立されました。各地区の特色を生かした活動をシリーズとしてご紹介します。

ラズベリーの収穫体験

ラズベリー畑の前でお揃いのニシッ
キージャンバーでガッツポーズ。左か
ら高井さん、藤田会長、篠倉さん。

●西在田地区の状況（8 月末現在）
構成町数：7 町　面積：19.2km2　世帯数：767 世帯
人口：2,057 人（14 歳以下 9.2％、65 歳以上 36.1％）

第52回加西市文化祭 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　　fax42-8745　bunka@city.kasai.lg.jp

●家族ふれあい芸能祭
日時／ 11 月 4日（日）開場 11:00　開演 12:00
場所／市民会館文化ホール
内容／芸能協会による民舞・詩舞道・邦楽・腹話術・マ
　　　ジック・歌謡・播州音頭
●美術公募展
日時／ 11 月 14 日（水）～ 18 日（日）10:00 ～ 17:00

※ 18 日は 15:00 まで
場所／市民会館ホワイエ・コミュニティセンター
内容／洋画・日本画・水墨画・版画・書道・彫塑工芸・
　　　写真の入賞、入選作品を展示

●囲碁大会
日時／ 11 月 4 日（日）受付 9:00　開始 9:40　
場所／市民会館 3 階小ホール
クラス／Ａ（4 段以上）、Ｂ（初段～ 3 段）、Ｃ（1 級以下）
参加費／一般 1,500 円、高校生以下 500 円

●いけばな展
日時／ 11 月 3 日（土）～ 4 日（日）10:00 ～ 17:00
　　　※ 4 日は 16:00 まで
場所／市民会館 2 階ぎゃらりぃ
内容／市内いけばな協会 7 流派が出展

●おやこ劇場
日時／ 11 月 18 日（日）開場 13:15　開演 13:30
場所／アスティアかさい 3 階多目的ホール
内容／ミニげきじょうパート 15

●文芸祭
日時／ 11 月 23 日（金）～ 24 日（土）
　　　 10:00 ～ 17:00 ※ 24 日は 12:00 まで
場所／アスティアかさい 3 階ねひめホール
内容／俳句・短歌・川柳の入賞、入選作品を展示
※ 11 月 26 日から、一般の部応募作品とジュニアの部
入賞作品を掲載した作品集を、4 公民館、図書館、市文化・
観光・スポーツ課で入手できます（無くなり次第終了）。

●茶席
日時／ 11 月 4 日（日）10:00 ～ 15:00
場所／市民会館 3 階和室
内容／茶道協会（表千家・藤原宗愛社中）のお抹茶席※御茶券 300 円

●市民音楽祭
日時／ 11 月 3 日（土）開場 13:00　開演 13:30
場所／市民会館文化ホール
内容／音楽を愛好する市内の音楽団体が出演

●活動内容
　平成 26 年 7 月に設立し、公募で決まったゆるキャ
ラ「ニシッキー」をトレードマークに、事業ごとに 5
部会で活動しています。8 月には第 2 回目となる夏
祭りを開催し、各町からブース出店し西在田地区全体
で盛り上がりました。特徴として、元地域おこし協力
隊員を中心に若者とゆるやかな関係でつながること
で、「みんなで晩ごはん」事業のように、若者や小規
模多機能型居宅介護事業所「どっこいしょ」の方々な
どと地元地域の交流が生まれています。

虹の郷にしありたのゆる
キャラ「ニシッキー」


