
第 52 号  （Ｒ1.12月 発行）

—伊野地区の人口—

（R1.10 月末現在）

男性…　597 人

女性…　666 人

合計…1,263 人

世帯数…417 世帯

　人生はよいことがあるように、しっかりしっかり祈りましょう。そして幸運

は逃さないように、しっかりしっかりつかみましょう。

　島根大学生 ×伊野小児童 ×まちづくり部とで行う伊野ベーション。今年度第

２弾は体育館で「祈って伊野って人生ゲーム」。大きなルーレットをエイッと回

して矢を投げると、矢は狙った数字を射ることができるのか？いったいどのマ

スに進むのか !?ドキドキハラハラの連続です。子どもたちの笑い声が体育館に

こだましていました。
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「祈って伊野って人生ゲーム」「祈って伊野って人生ゲーム」

常松 拓真 くん

つねまつ　　　　 たくま

男の子

令和元年 10 月 2 日生まれ
常松　宏さん、雅子さん

（西上町内）

ーご家族から拓真くんへのメッセージー

かわいい拓ちゃん

元気に大きく育ってね

伊野ふるさと探訪　Part17

「愛宕神社」
　防災の神と言われるカグツチの神を祀ります。京都

市の西北の愛宕社の分霊で、各地にあります。西灘町

内の氏子の皆様が管理されています。旧暦の 6 月 24

日が祭日でしたので、現在は 7 月 24 日に祭礼があり

ます。　　　　　　　　　　 （郷土史研究会　常松）

平田高校1年生来館平田高校1年生来館
　平田高校は今年度から3ヵ年文科省の指定を受け

全国に先駆けて高校と地域が連携・協働し、地域活

性化を図るモデル校に選ばれています。そして、そ

の一環として伊野コミセンに来訪され、多久和自治

協会長より伊野地区のまちづくりへの取り組みにつ

いて話を聞き、学んでいました。今後伊野地区での

取り組みも参考にしながら学生らしい豊かで斬新な発想を展開し、地域活性化に

つながる活動に取り組まれることでしょう。

コミセン職員　新任マネジャー紹介コミセン職員　新任マネジャー紹介

　コミセンを利用される各種団体・サーク

ルの皆さんがコミセン館内の大掃除をし

てくださいました。また、コミセン玄関

前のプランターに三ノ谷げんき会の皆さ

んが花の苗を植えてくださいました。

　皆様のご支援に感謝申し上げます。

　ありがとうございました。

大掃除御礼

環境美化活動御礼表彰
伊野いち実行委員会

　このたび、伊野いち実行委員会の皆さんは

JAしまね地域貢献・地域活性化活動表彰を受

賞されました。実行委員会は、産直市を開催

することで小規模・高齢農業者を励まし、交

流人口・関係人口の拡大、伊野の農業やまち

づくりの発展を図ろうと平成25年に発足。翌

26年から年２回「伊野いち」を定期開催し、高

齢者や農業者の生きがい創出、小学校との協

働、伝統食文化の継承や伊野の魅力発信等様々

な活動を展開され地域活性化に貢献されまし

た。伊野いち実行委員会の皆さん、受賞おめ

でとうございます。
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コミセン 年末年始

休館のお知らせ

12/28 (土)
　　　　　～ 1/5 (日)

上記の期間中コミセンは

休館となります。なお、

貸館は可能ですのでご希

望の方は12月27日まで

にお申し出ください。

　この度、12月より正式に伊野コミュニティセンターで勤務す

る事になりました高木　真理と申します。９月より３か月間で

感じた伊野はい～の～！の気持ちを大切にして、伊野地区の皆

さまと更に伊野を盛り上げる為に、一緒に頑張っていきます！

まだまだ力不足で頼りない所もあるかと思いますが、ご指導ご

鞭撻のほど、よろしくお願いします。

ひょっこりたぬき現る！ひょっこりたぬき現る！

　11月22日撮影

あ た ご

た か き 　    ま り



　 41回伊野地区文化祭を開催しました。

オープニングは恒例のいのはやおちらと駅伝。

駅伝といっても走る区間は１つ。他になわな

い競争やゴムムカデなどユニークな競技を取

り入れ町内対抗、全8区間でたすきをつなぎま

した。沿道にもたくさんの方が応援に駆け付

け大盛り上がりでした。

文化祭・いのはやおちらと駅伝文化祭・いのはやおちらと駅伝

伝終了と同時に各種バザー販売もスタート。今

年は例年の倍近く出店も増え、またワークショップ

コーナーもあり子どもから大人まで楽しめる内容で

した。コミセン屋内では伊野ならではの利酒大会や

作品展示、伊野インスタグラムフォトコンテストも

開催され地区外からの来場者もあり賑わいました。

午後はふるさとかるた大会と向陽中吹奏楽部の演奏、

もちまきと抽選会があり、最後まで熱気に包まれて

いました。
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　いのはやおちらと駅伝

　　優勝 三ノ谷町内　　準優勝 西地合町内　　３位 金森町内

　利酒大会

　　１位 西地合町内　２位 松枝町内　３位 三ノ谷町内　

　　　団体賞 中ノ手町内

　ふるさとかるた大会

　  優勝　門脇 葵さん・多久和 心さんペア
　　  準優勝  多久和 結香さん・山﨑 里空さんペア

　　  ３位     石倉 玲さん・竹内 愛夏さんペア

　　　　      原田 樹さん・原田 明美さんペア

第52号 第52号

秋は伊野で トレイルラン！

　深まる秋の風、美しく手入れされた田畑、木漏れ日の山。そんな秋の日

に行われた「第３回いの～んびりトレイルラン大会」。この大会のコースに

は里山やあぜ道といった車では通れない起伏に富んだ道が含まれており、

レース後のちょんぼし伊野いち（軽トラ市）での買い物や飲食ブースも好評

です。１回目から毎回参加者が増え続け、今回は161名のエントリーとな

りました。大会参加者からは「素晴らしい大会だと思う」「来年も参加しま

す！」「軽トラ市があるのを知っていたので小銭をいっぱい持ってきた」「食

べ物が美味しい！」「エイドステーション（コース途中の水分や食べ物の補

給場所）がすごく充実 !!」「手作りの横断幕があった」「伊野のパワーはす

ごいですね」などの声が上がっていました。

　また、この大会を開催するにあたり本当にたくさんの方々の協力に心か

ら感謝します。皆さん、ありがとうございました !! 

― with　ちょんぼし伊野いち ―　
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いの～んびり

　伊野地区のまちづくりについての取り組みを学ぼうと兵

庫県新温泉町の皆さんが視察研修に訪れました。多久和自

治協会長をはじめ、各種団体長の皆様にも取り組みについ

てご説明をいただき意見

交換を図りました。視察

団の皆さんは伊野の取り

組みについて非常に感心

しておられました。伊野

のファンがまた増えまし

た。関係者の皆さん、あ

りがとうございました。

FR隊交流会FR隊交流会
　石川県塩屋町と出雲市奥田儀町、ならびに伊野地区の FR 隊員

および消防署員らが集結し、FR 隊交流会を開催しました。同じ

問題を抱える者同士でしか分かり合えないことがたくさんあり、

白熱した意見交換会となりました。

　全国で 7 例しかない FR 隊。地域

住民でこのような組織が作れる地区

はそうないと思います。住民の皆さ

んの理解と協力があってこその

FR。今後も皆様のご理解と隊員の

皆様のご支援をよろしくお願いいた

します。

成績発表 11

　　16 兵庫県新温泉町視察団来訪
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