
 

初日の出、すばらしい輝きでした。

皆様

昨今の世の中の変化はすさまじく、｢人工知能｣が自動車を運転し家電を動かすという

う、やがて忖度さえもするのでしょうか。

社会がどんなに変わろうと人の喜怒哀楽は同じです。うれしいと喜び、悔しいと怒り、悲しい

と泣き、楽しいと笑う。

｢宝

幸せは私の中にある。

日本語を学ぶ人、教える人、皆笑顔で

とも
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２０１７年１２月２９

たちの湘南台地区には、世界中のさまざま国の方々が住んでおられる。当日は

籍市民

国・台湾・インドネシアなどアジアにつながる人々など

の関係者など

うとともに、地球市民としての心と心の交流を深め合った。

参加者は、丹精込めて調理した自分の国のご自慢料理を持ち寄った。数多くの国際色豊かな料理が

勢揃いした交流会は、地球市民友の会の澤野副理事長のユーモアたっぷりの軽妙な司会で

した。まず、地球市民友の会の黒澤理事長

することを嬉しく思います。一年間の苦労を忘れ、楽しい交流会にしましょう。」との心温まる挨拶

があった。続いて、外国籍参加者を代表してタイ人のオーさん・ベトナム人のシオンさん・台湾人

の鄭さん・ロシア人のｽｲﾄ

室での日本語の学習などについての挨拶をしてくれた。どの挨拶も流暢な日本語で、素晴らしかっ

た。次に、髙橋相談役の乾杯で楽しい会食会が始まった。

お寺が提供してくれた

てくれたおいしいスープなど盛りだくさんの料理は瞬く間に参加者が食してくれた。参加者同士の

 

明けまして明けおめでとうございます。
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 ¡Hola! 

した。昨年は町に着いたばかりで、近所の人と共に観覧しましたが、今年は民族

音楽のグループで演奏をすることができました。町中の人たちが広場に集まり、

演奏に合わせて手をたたいてくれて、演奏していてとても楽しいひと時でした

昨年とは異なり、今年は自分が参加しているということがとても嬉しかったです。

また、他の行事では浴衣を着て友人と共にフルート、ギター、パーカッションで演奏をしました。

町の人たちは映画等の影響で着物を知っているので、浴衣をとても喜んでくれて一緒に沢山の写真

を撮りました。演奏は「コンドルは飛んでいく」等のペルーの曲や日本の「上を向いて歩こう」を

披露し、楽しく聴いてもらうことができました。音楽を通してコミュニティに溶け込むことができ

たり、友達ができたり、日本の文化を伝えることができたりと、音楽の力に感謝しています。
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  環境教育を実施した中学校で教室清掃とゴミの分別活動を行っています。町の学校では清掃員を

雇っており、生徒が掃除をすることはありません。教室にはお菓子のゴミが落ちていて、ゴミも分

別はされていません。環境教育で分別について教えても、実際に行動に移されないことが問題だと

思います。それを解決するため、この活動を始めました。学校を毎週訪ねて掃除、分別のチェック

を行い、クラス毎に点数をつけており、

は当番を作って毎日行う

しました。毎週しつこいと思われないか心配しながら通っていたので、ゴミ箱が設置された時は嬉

しかったですが、来年はもっとやる気を持って実行してもらえるよう工夫したいと思います。

２２２２ ....    観光事業について観光事業について観光事業について観光事業について

 町のマンゴーとレモンの農業を活かした農業観光ツアーをよ

うやく実施できました。私は農家との打ち合わせやツアーのパ

ンフレット作りを担当しました。第１回目は開始記念で役場の

関係者が参加し、マンゴーとレモンを栽培する農家２件、

類のマンゴーや苗を育

料理を提供するレストランを訪ねました。参加者に果物を買っ

てもらったり、ツアー

農家に利益が行くことが目的です。ツアーは開始したばかりで、まだ広報活動等ができていません。

来年、観光について働く職員が採用されることを待って、一緒に進展させていきたいと思います。
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しかったですが、来年はもっとやる気を持って実行してもらえるよう工夫したいと思います。

町のマンゴーとレモンの農業を活かした農業観光ツアーをよ

うやく実施できました。私は農家との打ち合わせやツアーのパ

ンフレット作りを担当しました。第１回目は開始記念で役場の

関係者が参加し、マンゴーとレモンを栽培する農家２件、

てる農園、マンゴーとレモンを活かした

料理を提供するレストランを訪ねました。参加者に果物を買っ

を通して町の農産物が有名になったり、

農家に利益が行くことが目的です。ツアーは開始したばかりで、まだ広報活動等ができていません。

来年、観光について働く職員が採用されることを待って、一緒に進展させていきたいと思います。

日はカトリック教会の全ての聖人を祝う「諸聖人の日」、

日間は夜にお墓参りをしてお墓に蝋燭や

ではなく、楽器を持ち込んで歌う人やお墓に寄り添って一晩明かす人もいます。お墓の周りには食

     ソーラン踊り

 

タンボグランデ

日は町制記念日で前日の夜にコンサートがありま

した。昨年は町に着いたばかりで、近所の人と共に観覧しましたが、今年は民族

音楽のグループで演奏をすることができました。町中の人たちが広場に集まり、

演奏に合わせて手をたたいてくれて、演奏していてとても楽しいひと時でした

昨年とは異なり、今年は自分が参加しているということがとても嬉しかったです。

また、他の行事では浴衣を着て友人と共にフルート、ギター、パーカッションで演奏をしました。

町の人たちは映画等の影響で着物を知っているので、浴衣をとても喜んでくれて一緒に沢山の写真

を撮りました。演奏は「コンドルは飛んでいく」等のペルーの曲や日本の「上を向いて歩こう」を

披露し、楽しく聴いてもらうことができました。音楽を通してコミュニティに溶け込むことができ

たり、友達ができたり、日本の文化を伝えることができたりと、音楽の力に感謝しています。

環境教育を実施した中学校で教室清掃とゴミの分別活動を行っています。町の学校では清掃員を

雇っており、生徒が掃除をすることはありません。教室にはお菓子のゴミが落ちていて、ゴミも分

別はされていません。環境教育で分別について教えても、実際に行動に移されないことが問題だと

思います。それを解決するため、この活動を始めました。学校を毎週訪ねて掃除、分別のチェック

月に得点の高いクラスを表彰します。２か月通って清掃

ようになりましたが、分別用のゴミ箱の設置は

しました。毎週しつこいと思われないか心配しながら通っていたので、ゴミ箱が設置された時は嬉

しかったですが、来年はもっとやる気を持って実行してもらえるよう工夫したいと思います。

町のマンゴーとレモンの農業を活かした農業観光ツアーをよ

うやく実施できました。私は農家との打ち合わせやツアーのパ

ンフレット作りを担当しました。第１回目は開始記念で役場の

関係者が参加し、マンゴーとレモンを栽培する農家２件、

てる農園、マンゴーとレモンを活かした

料理を提供するレストランを訪ねました。参加者に果物を買っ

を通して町の農産物が有名になったり、

農家に利益が行くことが目的です。ツアーは開始したばかりで、まだ広報活動等ができていません。

来年、観光について働く職員が採用されることを待って、一緒に進展させていきたいと思います。

日はカトリック教会の全ての聖人を祝う「諸聖人の日」、

日間は夜にお墓参りをしてお墓に蝋燭や

ではなく、楽器を持ち込んで歌う人やお墓に寄り添って一晩明かす人もいます。お墓の周りには食

ソーラン踊り   

 

タンボグランデ”～   

日は町制記念日で前日の夜にコンサートがありま

した。昨年は町に着いたばかりで、近所の人と共に観覧しましたが、今年は民族

音楽のグループで演奏をすることができました。町中の人たちが広場に集まり、

演奏に合わせて手をたたいてくれて、演奏していてとても楽しいひと時でした

昨年とは異なり、今年は自分が参加しているということがとても嬉しかったです。

また、他の行事では浴衣を着て友人と共にフルート、ギター、パーカッションで演奏をしました。

町の人たちは映画等の影響で着物を知っているので、浴衣をとても喜んでくれて一緒に沢山の写真

を撮りました。演奏は「コンドルは飛んでいく」等のペルーの曲や日本の「上を向いて歩こう」を

披露し、楽しく聴いてもらうことができました。音楽を通してコミュニティに溶け込むことができ

たり、友達ができたり、日本の文化を伝えることができたりと、音楽の力に感謝しています。

環境教育を実施した中学校で教室清掃とゴミの分別活動を行っています。町の学校では清掃員を

雇っており、生徒が掃除をすることはありません。教室にはお菓子のゴミが落ちていて、ゴミも分

別はされていません。環境教育で分別について教えても、実際に行動に移されないことが問題だと

思います。それを解決するため、この活動を始めました。学校を毎週訪ねて掃除、分別のチェック

月に得点の高いクラスを表彰します。２か月通って清掃

ようになりましたが、分別用のゴミ箱の設置は

しました。毎週しつこいと思われないか心配しながら通っていたので、ゴミ箱が設置された時は嬉

しかったですが、来年はもっとやる気を持って実行してもらえるよう工夫したいと思います。

町のマンゴーとレモンの農業を活かした農業観光ツアーをよ

うやく実施できました。私は農家との打ち合わせやツアーのパ

ンフレット作りを担当しました。第１回目は開始記念で役場の

関係者が参加し、マンゴーとレモンを栽培する農家２件、42 種

てる農園、マンゴーとレモンを活かした

料理を提供するレストランを訪ねました。参加者に果物を買っ

を通して町の農産物が有名になったり、

農家に利益が行くことが目的です。ツアーは開始したばかりで、まだ広報活動等ができていません。

来年、観光について働く職員が採用されることを待って、一緒に進展させていきたいと思います。

日はカトリック教会の全ての聖人を祝う「諸聖人の日」、

日間は夜にお墓参りをしてお墓に蝋燭や

ではなく、楽器を持ち込んで歌う人やお墓に寄り添って一晩明かす人もいます。お墓の周りには食

   みんなで踊ろう

 bｙ 田崎丸美

日は町制記念日で前日の夜にコンサートがありま

した。昨年は町に着いたばかりで、近所の人と共に観覧しましたが、今年は民族

音楽のグループで演奏をすることができました。町中の人たちが広場に集まり、

演奏に合わせて手をたたいてくれて、演奏していてとても楽しいひと時でした

昨年とは異なり、今年は自分が参加しているということがとても嬉しかったです。

また、他の行事では浴衣を着て友人と共にフルート、ギター、パーカッションで演奏をしました。

町の人たちは映画等の影響で着物を知っているので、浴衣をとても喜んでくれて一緒に沢山の写真

を撮りました。演奏は「コンドルは飛んでいく」等のペルーの曲や日本の「上を向いて歩こう」を

披露し、楽しく聴いてもらうことができました。音楽を通してコミュニティに溶け込むことができ

たり、友達ができたり、日本の文化を伝えることができたりと、音楽の力に感謝しています。

環境教育を実施した中学校で教室清掃とゴミの分別活動を行っています。町の学校では清掃員を

雇っており、生徒が掃除をすることはありません。教室にはお菓子のゴミが落ちていて、ゴミも分

別はされていません。環境教育で分別について教えても、実際に行動に移されないことが問題だと

思います。それを解決するため、この活動を始めました。学校を毎週訪ねて掃除、分別のチェック

月に得点の高いクラスを表彰します。２か月通って清掃

ようになりましたが、分別用のゴミ箱の設置は 4 クラス中

しました。毎週しつこいと思われないか心配しながら通っていたので、ゴミ箱が設置された時は嬉

しかったですが、来年はもっとやる気を持って実行してもらえるよう工夫したいと思います。

農家に利益が行くことが目的です。ツアーは開始したばかりで、まだ広報活動等ができていません。

来年、観光について働く職員が採用されることを待って、一緒に進展させていきたいと思います。

日はカトリック教会の全ての聖人を祝う「諸聖人の日」、11 月 2

日間は夜にお墓参りをしてお墓に蝋燭や電球を灯します。悲しい行事

ではなく、楽器を持ち込んで歌う人やお墓に寄り添って一晩明かす人もいます。お墓の周りには食

みんなで踊ろう！フジキュンダンス

田崎丸美 

日は町制記念日で前日の夜にコンサートがありま

した。昨年は町に着いたばかりで、近所の人と共に観覧しましたが、今年は民族

音楽のグループで演奏をすることができました。町中の人たちが広場に集まり、

演奏に合わせて手をたたいてくれて、演奏していてとても楽しいひと時でした。

昨年とは異なり、今年は自分が参加しているということがとても嬉しかったです。

また、他の行事では浴衣を着て友人と共にフルート、ギター、パーカッションで演奏をしました。

町の人たちは映画等の影響で着物を知っているので、浴衣をとても喜んでくれて一緒に沢山の写真

を撮りました。演奏は「コンドルは飛んでいく」等のペルーの曲や日本の「上を向いて歩こう」を

披露し、楽しく聴いてもらうことができました。音楽を通してコミュニティに溶け込むことができ

たり、友達ができたり、日本の文化を伝えることができたりと、音楽の力に感謝しています。

環境教育を実施した中学校で教室清掃とゴミの分別活動を行っています。町の学校では清掃員を

雇っており、生徒が掃除をすることはありません。教室にはお菓子のゴミが落ちていて、ゴミも分

別はされていません。環境教育で分別について教えても、実際に行動に移されないことが問題だと

思います。それを解決するため、この活動を始めました。学校を毎週訪ねて掃除、分別のチェック

月に得点の高いクラスを表彰します。２か月通って清掃

クラス中 2

しました。毎週しつこいと思われないか心配しながら通っていたので、ゴミ箱が設置された時は嬉

しかったですが、来年はもっとやる気を持って実行してもらえるよう工夫したいと思います。

農家に利益が行くことが目的です。ツアーは開始したばかりで、まだ広報活動等ができていません。

来年、観光について働く職員が採用されることを待って、一緒に進展させていきたいと思います。

2 日は故人を思い返す「死

電球を灯します。悲しい行事

ではなく、楽器を持ち込んで歌う人やお墓に寄り添って一晩明かす人もいます。お墓の周りには食

フジキュンダンス

また、他の行事では浴衣を着て友人と共にフルート、ギター、パーカッションで演奏をしました。

町の人たちは映画等の影響で着物を知っているので、浴衣をとても喜んでくれて一緒に沢山の写真

を撮りました。演奏は「コンドルは飛んでいく」等のペルーの曲や日本の「上を向いて歩こう」を

披露し、楽しく聴いてもらうことができました。音楽を通してコミュニティに溶け込むことができ

たり、友達ができたり、日本の文化を伝えることができたりと、音楽の力に感謝しています。

環境教育を実施した中学校で教室清掃とゴミの分別活動を行っています。町の学校では清掃員を

雇っており、生徒が掃除をすることはありません。教室にはお菓子のゴミが落ちていて、ゴミも分

別はされていません。環境教育で分別について教えても、実際に行動に移されないことが問題だと

思います。それを解決するため、この活動を始めました。学校を毎週訪ねて掃除、分別のチェック

月に得点の高いクラスを表彰します。２か月通って清掃

2 クラスで実現

しました。毎週しつこいと思われないか心配しながら通っていたので、ゴミ箱が設置された時は嬉

しかったですが、来年はもっとやる気を持って実行してもらえるよう工夫したいと思います。

農家に利益が行くことが目的です。ツアーは開始したばかりで、まだ広報活動等ができていません。

来年、観光について働く職員が採用されることを待って、一緒に進展させていきたいと思います。

日は故人を思い返す「死

電球を灯します。悲しい行事

ではなく、楽器を持ち込んで歌う人やお墓に寄り添って一晩明かす人もいます。お墓の周りには食

フジキュンダンス  

また、他の行事では浴衣を着て友人と共にフルート、ギター、パーカッションで演奏をしました。

町の人たちは映画等の影響で着物を知っているので、浴衣をとても喜んでくれて一緒に沢山の写真

を撮りました。演奏は「コンドルは飛んでいく」等のペルーの曲や日本の「上を向いて歩こう」を

披露し、楽しく聴いてもらうことができました。音楽を通してコミュニティに溶け込むことができ

たり、友達ができたり、日本の文化を伝えることができたりと、音楽の力に感謝しています。  

環境教育を実施した中学校で教室清掃とゴミの分別活動を行っています。町の学校では清掃員を

雇っており、生徒が掃除をすることはありません。教室にはお菓子のゴミが落ちていて、ゴミも分

別はされていません。環境教育で分別について教えても、実際に行動に移されないことが問題だと

思います。それを解決するため、この活動を始めました。学校を毎週訪ねて掃除、分別のチェック

月に得点の高いクラスを表彰します。２か月通って清掃

クラスで実現

しました。毎週しつこいと思われないか心配しながら通っていたので、ゴミ箱が設置された時は嬉

しかったですが、来年はもっとやる気を持って実行してもらえるよう工夫したいと思います。  

農家に利益が行くことが目的です。ツアーは開始したばかりで、まだ広報活動等ができていません。

来年、観光について働く職員が採用されることを待って、一緒に進展させていきたいと思います。  

日は故人を思い返す「死

電球を灯します。悲しい行事

ではなく、楽器を持ち込んで歌う人やお墓に寄り添って一晩明かす人もいます。お墓の周りには食



門松やしめ縄など

そのお飾りは

燃ごみに出すの

はり
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どんど焼きどんど焼きどんど焼きどんど焼き

を、火にくべて焼き払う日本の伝統行事です。お正月に天から

降りて

それをお見送りするために行われると言われています。

また、

習もあります。

言い伝え

て、１月１５日前

  

 

べ物や花を売る屋台が出ます。また、子どもは「天使」と呼ばれるメレンゲやクッキー等の小さい

お菓子、大人は「死者のパン」と呼ばれる大きなパンを食べます。日本のお彼岸の雰囲気とは異な

り、賑やかでお祭りのようでした。
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門松やしめ縄など

そのお飾りは

燃ごみに出すの

はり変です。

ききききに持って行

どんど焼きどんど焼きどんど焼きどんど焼きは、お正月飾りの門松やしめ縄それに書き初めなど

を、火にくべて焼き払う日本の伝統行事です。お正月に天から

降りてきた歳神様は、どんど焼きの煙に乗って天に帰るとされ、

それをお見送りするために行われると言われています。

また、柳の木

習もあります。

言い伝えもあり、無病息災・五穀

て、１月１５日前

 東勝寺のある

べ物や花を売る屋台が出ます。また、子どもは「天使」と呼ばれるメレンゲやクッキー等の小さい

お菓子、大人は「死者のパン」と呼ばれる大きなパンを食べます。日本のお彼岸の雰囲気とは異な

り、賑やかでお祭りのようでした。
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☆湘南台在住外国人の日本語スピーチ大会

☆地球市民友の会

☆地球市民友の会

               

                  

        

  ☆スペイン語教室＆

  ☆MINTOMO

☆お泊まり会

  ☆TERRA

☆ふじさわ国際交流フェスティバル

  ☆MINTOMO

  ☆年末国際交流会

「どんど焼き」とは？

門松やしめ縄などで飾り

そのお飾りはどうしました

燃ごみに出すのはしのびないし

。そのような時には、近くで行われている

に持って行くのがおすすめです

は、お正月飾りの門松やしめ縄それに書き初めなど

を、火にくべて焼き払う日本の伝統行事です。お正月に天から

きた歳神様は、どんど焼きの煙に乗って天に帰るとされ、

それをお見送りするために行われると言われています。

柳の木の枝などに

習もあります。どんど焼きの火にあたったり、焼いた団子を食べれば、１年間健康でいられるなどの

もあり、無病息災・五穀

て、１月１５日前後に全国各地で行われています

東勝寺のあるこの地域では、１月１４日（土）寺の駐車場の特設炉で行われました。（参考；写真）

べ物や花を売る屋台が出ます。また、子どもは「天使」と呼ばれるメレンゲやクッキー等の小さい

お菓子、大人は「死者のパン」と呼ばれる大きなパンを食べます。日本のお彼岸の雰囲気とは異な

り、賑やかでお祭りのようでした。

              

8888 年の主な活動年の主な活動年の主な活動年の主な活動

☆湘南台在住外国人の日本語スピーチ大会

地球市民友の会

地球市民友の会

           

              

                   

☆スペイン語教室＆

MINTOMO 教室＆

お泊まり会   

TERRA とも交流サロン

☆ふじさわ国際交流フェスティバル

MINTOMO 交流会

年末国際交流会

「どんど焼き」とは？

飾りお祝いしたお正月。松の内が明けた後

ましたか？神様のために用意したものを可

びないし、かと言ってとってお

そのような時には、近くで行われている

おすすめです

は、お正月飾りの門松やしめ縄それに書き初めなど

を、火にくべて焼き払う日本の伝統行事です。お正月に天から

きた歳神様は、どんど焼きの煙に乗って天に帰るとされ、

それをお見送りするために行われると言われています。

の枝などにさした団子

どんど焼きの火にあたったり、焼いた団子を食べれば、１年間健康でいられるなどの

もあり、無病息災・五穀

後に全国各地で行われています

地域では、１月１４日（土）寺の駐車場の特設炉で行われました。（参考；写真）

べ物や花を売る屋台が出ます。また、子どもは「天使」と呼ばれるメレンゲやクッキー等の小さい

お菓子、大人は「死者のパン」と呼ばれる大きなパンを食べます。日本のお彼岸の雰囲気とは異な

り、賑やかでお祭りのようでした。

              

お汁粉や甘酒

年の主な活動年の主な活動年の主な活動年の主な活動

☆湘南台在住外国人の日本語スピーチ大会

地球市民友の会 理事会

地球市民友の会 通常総会

           

              

           

☆スペイン語教室＆TERRA

教室＆TERRA

          

とも交流サロン

☆ふじさわ国際交流フェスティバル

交流会   

年末国際交流会   日

「どんど焼き」とは？

お祝いしたお正月。松の内が明けた後

か？神様のために用意したものを可

、かと言ってとってお

そのような時には、近くで行われている

おすすめです。 

は、お正月飾りの門松やしめ縄それに書き初めなど

を、火にくべて焼き払う日本の伝統行事です。お正月に天から

きた歳神様は、どんど焼きの煙に乗って天に帰るとされ、

それをお見送りするために行われると言われています。

さした団子や餅を焼いて食べるという

どんど焼きの火にあたったり、焼いた団子を食べれば、１年間健康でいられるなどの

もあり、無病息災・五穀豊穣（むびょうそくさい・ごこくほうじょう）を祈る伝承行事

後に全国各地で行われています

地域では、１月１４日（土）寺の駐車場の特設炉で行われました。（参考；写真）

べ物や花を売る屋台が出ます。また、子どもは「天使」と呼ばれるメレンゲやクッキー等の小さい

お菓子、大人は「死者のパン」と呼ばれる大きなパンを食べます。日本のお彼岸の雰囲気とは異な

り、賑やかでお祭りのようでした。  

               

お汁粉や甘酒

年の主な活動年の主な活動年の主な活動年の主な活動予定予定予定予定    

☆湘南台在住外国人の日本語スピーチ大会

３月 

理事会 ５月１

通常総会  

           6 月  

              

           

TERRA とも交流会

TERRA とも交

      

とも交流サロン       

☆ふじさわ国際交流フェスティバル

  １２月

日 時：１２月２９

「どんど焼き」とは？

お祝いしたお正月。松の内が明けた後

か？神様のために用意したものを可

、かと言ってとっておく

そのような時には、近くで行われているどんど焼どんど焼どんど焼どんど焼

は、お正月飾りの門松やしめ縄それに書き初めなど

を、火にくべて焼き払う日本の伝統行事です。お正月に天から

きた歳神様は、どんど焼きの煙に乗って天に帰るとされ、

それをお見送りするために行われると言われています。

焼いて食べるという

どんど焼きの火にあたったり、焼いた団子を食べれば、１年間健康でいられるなどの

豊穣（むびょうそくさい・ごこくほうじょう）を祈る伝承行事

後に全国各地で行われています。 

地域では、１月１４日（土）寺の駐車場の特設炉で行われました。（参考；写真）

べ物や花を売る屋台が出ます。また、子どもは「天使」と呼ばれるメレンゲやクッキー等の小さい

お菓子、大人は「死者のパン」と呼ばれる大きなパンを食べます。日本のお彼岸の雰囲気とは異な

お汁粉や甘酒もふるまわれました♪

☆湘南台在住外国人の日本語スピーチ大会 

 3 日（土）午後１時半～

５月１9 日（土）午後６時～

  2 日（土）午後５時～

              内 容：

              

とも交流会  

とも交流会 ６月１６日（土）

      ８月１８

        

☆ふじさわ国際交流フェスティバル 日 時：

１２月１日（土）

時：１２月２９

「どんど焼き」とは？ 

お祝いしたお正月。松の内が明けた後 

か？神様のために用意したものを可 

くのもや 

どんど焼どんど焼どんど焼どんど焼    

は、お正月飾りの門松やしめ縄それに書き初めなど 

を、火にくべて焼き払う日本の伝統行事です。お正月に天から 

きた歳神様は、どんど焼きの煙に乗って天に帰るとされ、 

それをお見送りするために行われると言われています。 

焼いて食べるという風 

どんど焼きの火にあたったり、焼いた団子を食べれば、１年間健康でいられるなどの

豊穣（むびょうそくさい・ごこくほうじょう）を祈る伝承行事

地域では、１月１４日（土）寺の駐車場の特設炉で行われました。（参考；写真）

べ物や花を売る屋台が出ます。また、子どもは「天使」と呼ばれるメレンゲやクッキー等の小さい

お菓子、大人は「死者のパン」と呼ばれる大きなパンを食べます。日本のお彼岸の雰囲気とは異な

ふるまわれました♪

  

日（土）午後１時半～

日（土）午後６時～

日（土）午後５時～

容：2017 年度事業報告、収支報告

   2018 年度事業計画、収支計画、他

 ５月２６日（土）

６月１６日（土）

８日（土）

 ９月２９日（土）

時： 未定

日（土）１０：００

時：１２月２９日（土）

 

 

どんど焼きの火にあたったり、焼いた団子を食べれば、１年間健康でいられるなどの

豊穣（むびょうそくさい・ごこくほうじょう）を祈る伝承行事

地域では、１月１４日（土）寺の駐車場の特設炉で行われました。（参考；写真）

べ物や花を売る屋台が出ます。また、子どもは「天使」と呼ばれるメレンゲやクッキー等の小さい

お菓子、大人は「死者のパン」と呼ばれる大きなパンを食べます。日本のお彼岸の雰囲気とは異な

ふるまわれました♪  

日（土）午後１時半～ 

日（土）午後６時～  

日（土）午後５時～  場

年度事業報告、収支報告

年度事業計画、収支計画、他

５月２６日（土）場所：未定

６月１６日（土）場所：未定

日（土）１９日（日）

９月２９日（土）場所：未定

未定    

００  場

）６：３０

どんど焼きの火にあたったり、焼いた団子を食べれば、１年間健康でいられるなどの

豊穣（むびょうそくさい・ごこくほうじょう）を祈る伝承行事

地域では、１月１４日（土）寺の駐車場の特設炉で行われました。（参考；写真）

べ物や花を売る屋台が出ます。また、子どもは「天使」と呼ばれるメレンゲやクッキー等の小さい

お菓子、大人は「死者のパン」と呼ばれる大きなパンを食べます。日本のお彼岸の雰囲気とは異な

 場所：湘南台公民館

場所：東勝寺

場所：東勝寺

年度事業報告、収支報告

年度事業計画、収支計画、他

場所：未定

場所：未定

日（日）場所：東勝寺

場所：未定

 場所：未定

場所：湘南台公民館

６：３０場所：東勝寺

どんど焼きの火にあたったり、焼いた団子を食べれば、１年間健康でいられるなどの

豊穣（むびょうそくさい・ごこくほうじょう）を祈る伝承行事とし

地域では、１月１４日（土）寺の駐車場の特設炉で行われました。（参考；写真）

べ物や花を売る屋台が出ます。また、子どもは「天使」と呼ばれるメレンゲやクッキー等の小さい

お菓子、大人は「死者のパン」と呼ばれる大きなパンを食べます。日本のお彼岸の雰囲気とは異な

所：湘南台公民館

所：東勝寺 

所：東勝寺 

年度事業報告、収支報告 

年度事業計画、収支計画、他

場所：未定 

場所：未定 

場所：東勝寺

場所：未定 

未定 

所：湘南台公民館

所：東勝寺 

どんど焼きの火にあたったり、焼いた団子を食べれば、１年間健康でいられるなどの 

とし 

地域では、１月１４日（土）寺の駐車場の特設炉で行われました。（参考；写真）

べ物や花を売る屋台が出ます。また、子どもは「天使」と呼ばれるメレンゲやクッキー等の小さい

お菓子、大人は「死者のパン」と呼ばれる大きなパンを食べます。日本のお彼岸の雰囲気とは異な

所：湘南台公民館 

年度事業計画、収支計画、他 

場所：東勝寺 

所：湘南台公民館 


