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安芸高田市ふるさと応援の会広島 
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安芸高田市ふるさと応援の会広島第六回総会 

― 次  第 ― 

１ 開 会 

２ 開会挨拶 

安芸高田市ふるさと応援の会広島会長    川村 健一 

３ 来賓祝辞 

      安芸高田市市長       浜田 一義 様 

安芸高田市議会議長      先川 和幸 様 

      広島県議会議員       児玉   浩 様 

広島市議会議長     永田 雅紀 様 

４ 来賓紹介 

５ 議長選出 

６ 議 事 

    第１号議案  平成２８年度事業報告について 

    第２号議案  平成２８年度収支決算について 

     監査報告 

   第３号議案 平成２９年度事業計画（案）について 

   第４号議案 平成２９年度収支予算（案）について 

７ 議長解任 

８ 閉会挨拶 

安芸高田市ふるさと応援の会広島副会長   平   昭治 

９ 閉会 

 

続きまして、よしもとのお笑いをお楽しみください 
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安芸高田市ふるさと応援の会広島懇親会 

― 次  第 ―  

１ 開 会  （17時 30分～） 

２ 開会あいさつ 

       安芸高田市ふるさと応援の会広島会長    川村 健一 

３ 来賓祝辞 

参議院議員      森本 真治 様 

４ 来賓紹介 

５ 乾 杯  

          広島市議会議員                 木山 徳和 様 

６ 懇 親  

スピーチ  

            前、安芸田市ふるさと応援の会会長   立川 哲男 様 

             安芸田市ふるさと応援の会会長     前田   明 様 

 

神楽観賞  横田神楽団による          滝夜叉姫 

（巻末の神楽案内をご参照下さい） 

７ 閉会あいさつ 

       安芸高田市ふるさと応援の会広島副会長   増川 一幸 
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第 1号議案 平成２８年度事業報告について 

 

１ ふるさと談議  

・媒体 ＦＭちゅーﾋﾟｰ（76.6ＭＨＺ）の「朝ラジ！」（午前 8時～） 

・期日 平成 28年 6月 21日（火）午前 8時 20分頃～ 川村会長出演 

・同会総会の概要や設立経緯、日頃の活動などについて話す 

 

 

 

 

 

 

２ 総会・懇親会の開催  

     ・期日 平成 28年 7月 31日（日） 

    ・会場 メルパルク広島 

     ・内容 総会、会員の交流他 

・参加者予定  105名 

・参加者数     103名 

 

 

３ ふるさと安芸高田市を学ぶ会（安芸高田市ふるさと通になろう）  

・期日 平成 28年 8月 18日（木） 

・会場 ＩＧ石田学園ビル 

・内容 安芸高田市の産業、人々のくらし、 

歴史、文化を学ぶ 

・参加者予定 40名 

・講師     安芸高田市教育委員会 

 児玉課長、郷野小学校 岩見教頭 

・参加者    34名 （広島市一般会員 15名、役員 16名、安芸高田市 ３名） 

 

 

総会挨拶：川村会長 羽佐竹神楽団の熱演 

講演中：児玉課長 熱心に受講しています 
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４ 料理用トマト収穫応援隊  

・期日 平成 28年 8月 27日（土） 

・会場 向原町 稲垣様のトマト圃場 

・内容 料理用完熟トマトの収穫応援 

・参加予定者 20名 

・参加者数    8名（安芸高田市 5名） 

 

 

５ 郡山城跡清掃活動への応援隊  

     ・期日 平成 28年 9月 25日（日） 

     ・会場 郡山城跡 

     ・内容 清掃活動の参加応援、史跡めぐり 

・参加者予定    30名 

・応援の会参加者数 9名（広島から 3名） 

・総参加者数     80名 

 

 

６ 安芸高田市日帰りバスハイク  

・期日 平成 28年 10月 2日（日） 

・会場 梨狩り、神楽門前湯治村、 

ＪＡ産直市 

・参加者予定   45名 

・参加者数  29名 

 

 

 

 

 

 

 

 

完熟トマト収穫風景 収穫したトマト 

史跡めぐりで説明を聞く 清掃活動中 

梨狩りで秋の味覚を満喫する 神楽ドームで神楽を楽しむ 
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７ 川根の柚子もぎ応援隊  

    ・期日 平成 28年 11月 26日（土） 

     ・会場 安芸高田市川根地区 

    ・内容 柚子収穫の手伝い、 

地元農家との交流 

・参加者予定 30名 

・参加者数 31名（内子供 4名） 

（女性部会で柚子レシピの作成、お持ち帰りの柚子を美味しく調理する情報の提供） 

 

 

８ 広島会員の健康作り体操  

・期日 平成 29年 1月 27日（金）   

・対象 役員及び広島会員 

・内容 家庭で出来るメタボ・ロコモ予防体操 

・参加者予定 30名 

・参加者数    23名 

 

 

９ 神楽勉強会  

・期日 平成 29年 2月 24日（金）  

・対象 役員及び広島会員 

  ・内容 神楽の歴史文化を基礎から学ぶ 

・参加者予定  30名 

・参加者数 38名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真剣に柚子もぎ応援 柚子もぎ隊集合 

メタボの原因は さあ、やってみましょう 

安芸高田市の神楽とは 日本の神楽の歴史とは 
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10 会員数 報告 

◎平成 28年度重点項目：広島地区の会員の拡充 

・企業・同窓会等へのＰＲ、応援の会概要パンフ、ふるさと応援の会 

ホームページ利用による啓発 

・会員部会にて役員の新規紹介キャンペーン実施   目標設定 70名 

               実績数   81名の加入 

 

・会員の状況：広島市内のみ    平成 28年 3月 31日現在  653名 

        平成 29年 3月 9 日現在  766名 

（広島市内＋周辺都市の合計数 909名） 

 

 

◎応援の会地区別会員数 

平成 29年 3月 31日現在 

（単位：名） 

 

 

 

 

 

1１ 平成 28年度会議開催 報告 

◎総務部会 

理事・委員会 

・日時 平成 28年 4月 15日（金） 

  ・場所 ＩＧ石田学園ビル  

    ・平成 27年度の経過、平成 28年度の計画 

  

理事・委員会 

・日時 平成 28年 6月 14日（火） 

・場所 ＩＧ石田学園ビル 

・平成 28年度総会検討 

 

総会運営連絡会 

・日時 平成 28年 7月 20日（水） 

・場所 メルパルク広島 

・平成 28年度総会運営の検討 

 

   三役会の開催 

・日時 平成 28年 10月 6日（火） 

・場所 メルパルク広島 

・平成 28年度中間チェック検討、平成 29年度総会の検討 

 

三役会の開催 

・日時 平成 28年 11月 24日（水） 

・場所 メルパルク広島 

・平成 29年度総会の検討、五周年記念行事の検討 

 

 

会員数合計 本部 広島 関東 関西 

2334 1042 909 297 86 
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理事・委員会の開催 

・日時 平成 28年 12月 5日（月） 

・場所 武田ビル 

・平成 28年度中間報告、平成 29年度総会の検討 

 

 

 

◎会員部会 

・日時 平成 28年 11月 9日（水） 

  ・場所 メルパルク広島 

  ・平成 28年度新規会員確保状況、年度末までの見通し検討 

 

・日時 平成 29年 3月 29日（水） 

  ・場所 メルパルク広島 

・平成 28年度新規会員確保状況、平成 29年度計画検討 

 

 

◎事業部会 

・日時 平成 28年 5月 16日（月） 

  ・場所 東区スポーツセンター 

  ・平成 28年度事業計画の検討 

 

・日時 平成 28年 9月 23日（金） 

  ・場所 東区スポーツセンター 

・バスハイクの詳細検討、確認 

 

・日時 平成 28年 11月 8日（火） 

  ・場所 中区スポーツセンター 

  ・健康体操、神楽勉強会の検討、確認 

 

    ・日時 平成 29年 3月 13日（月） 

    ・場所 東区スポーツセンター 

    ・平成 29年度の事業計画検討 
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第 2号議案 平成 28年度収支決算について 

 

収入の部

決算額 予算額 摘要

548,000 607,500

376,000 　総会会費（１０５人）　　　　　　　　　　　 367,500    

115,000 　バスハイク（４５人）　　　　　　　　　　 180,000    

57,000 　柚子もぎ応援（３０人） 60,000      

900,000 900,000    　安芸高田市ふるさと応援の会

230,351 230,351    　27年度繰越

5 20           　利息及び過年度過剰金

1,678,356 1,737,871

支出の部

項目 事業名 決算額 予算額 摘要

運営費 事務局運営費 205,141 270,000

48,800 　総会旅費　本部10,000×4名 40,000      

45,562 　総会旅費　関東40,000×2名 80,000      

59,685 　事務局運営費 80,000      

12,960 　役員名刺印刷費 20,000      

23,134 　部会運営費（３部会）　　　　　　　　　　　 35,000      

15,000 　会議費（飲料等） 15,000      

行事費 総会・懇親会 812,279 900,000

573,279 　会場使用料・食糧費　　　　　　　　　　　551,000    

200,000 　謝礼金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200,000    

　イベント代（抽選記念品他） 55,000      

39,000 　通信費（ハガキ）　　　　　　　　　　　　　　 94,000      

郡山清掃活動応援 38,880 39,000      

 チラシ印刷費 39,000      

安芸高田市バスハイク 241,170 340,000

111,490 　バス借上げ（保険代、高速代含む）　　 150,000    

38,880 　チラシ印刷費　　　　　　　　　　　　　　　　 55,000      

47,700 　食糧費（弁当）　　　　　　　　　　　　　　　 67,500      

43,100 　入場料金（ナシ園・神楽ドーム） 67,500      

川根柚子もぎ応援 57,768 60,800

30,000 　食糧費（弁当）　　　　　　　　　　　　　　　　30,000      

27,000 　土産代（川根物産品）　　　　　　　　　　　　30,000      

768 　 保険代 800          

健康作り体操教室 24,680 20,000      　講師派遣料、資料コピー代

神楽勉強会教室 20,000 30,000      　講師派遣料

郷土学習費（本代） 26,130 25,000      　教本代金

53,071

1,426,048 1,737,871

次期繰越金 252,308

合計

会費

助成金

繰越金

雑収入

合計

予備費

平成２８年度　安芸高田市ふるさと応援の会広島　収支決算書

（平成２８年４月１日　～　平成２９年３月３１日）

（単位：円）

項目
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第３号議案 平成２９年度事業計画（案）について 

◎重点項目 

１、四地区との連携強化 

本部役員と関東・関西地区役員の交流、商工観光課と事務局との協議 

２、広島地区の独自な事業 

    埋もれている魅力の再発見、会員が参加したい事業の企画 

３、会員の拡充 

企業・同窓会等へのＰＲ、応援の会概要パンフレットの配布 

ふるさと応援の会ホームページの利用による啓発 

URL：http://akitakata-yell.org/ 

４、役員の充実・研修 

総務部会、事業部会、会員部会、女性部会の部会活動の強化 

 

さらに広島地区会員の親睦・連携を深めるために、会員同士がより親密な協力や交流が出来

る事業を、安芸高田市や安芸高田市ふるさと応援の会と連携して推進します。 

 

☆☆施設利用優待券の利用促進（5枚綴り 有効期限：平成 30年 7月 31日）☆☆ 

■ 神楽門前湯治村 …入浴料 300円 OFF 

■ たかみや湯の森 …入浴料 300円 OFF 

■ 安芸高田市歴史民俗博物館 …施設入館料無料 

■ 八千代の丘美術館 …施設入館料無料 

■ 八千代町サイクリングターミナル …自転車貸出 300円 OFF 

■ サンフレッチェ広島・湧永レオリックの試合観戦 

  …ホームゲーム試合会場当日券 500円 OFF 

■ リージャスクレストゴルフクラブ・八千代カントリークラブ 

  …プレー費 500円 OFF 

■ 土師ダムグランドゴルフ場 …プレー費無料 
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◎事業の概要 

 

1、第六回総会・懇親会 

・期日 平成 29年 7月 17日（月） 

・会場 ホテルメルパルク HIROSHIMA 

・内容 総会、会員の交流他 

 

2、料理用トマト収穫応援隊 

・期日 平成 29年 8月 26日（土） 

・会場  稲垣様のトマト圃場 

・内容 料理用完熟トマトの収穫応援 

 

3、安芸高田市日帰りバスハイク 

・期日 平成 29年 10月 22日（日） 

・会場 JR三江線、たかみや大地の祭り、湧永庭園、JA産直 

 

4、川根の柚子もぎ応援隊 

・期日 平成 29年 11月 18日（土） 

・会場 安芸高田市川根地区 

・内容 柚子収穫の手伝い、地元農家との交流 

 

5、広島会員の健康作り体操 

・期日 平成 30年 1月 19日（金）   

・対象 役員及び広島会員 

・内容 家庭で出来るメタボ・ロコモ予防体操 

 

6、神楽勉強会 

・期日 平成 30年 2月 16日（金）  

・対象 役員及び広島会員 

・内容 昨年に引き続き神楽の歴史文化を学ぶ 

 

7、平成 29年度の新規会員加入の目標設定 
・期日 平成 29年度年間 

・対象 役員及び広島会員による紹介 

・目標 90名の新規加入確保（役員一人 3名） 
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第４号議案 平成２９年度事収支予算（案）について 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

収入の部 （単位：円）

予算額

635,000

　総会会費（130人）　　　　　　　　　　　 455,000

　バスハイク（40人）　　　　　　　　　　 120,000

　柚子もぎ応援（30人） 60,000

1,100,000 　安芸高田市ふるさと応援の会

252,308 　28年度繰越

5 　利息他

1,987,313

支出の部

項目 事業名 予算額

運営費 事務局運営費 270,000

　総会旅費　本部8,000×4名 32,000

　総会旅費　関東40,000×2名 80,000

　事務局運営費 120,000

　役員名刺印刷費 20,000

　部会運営費（３部会）　　　　　　　　　　　 18,000

行事費 総会・懇親会 1,298,720

　会場使用料・食糧費　　　　　　　　　　　 848,720

　謝礼金（例年の神楽）　　　　　　　　　　　　　　　　　200,000

　イベント代（5周年　よしもと） 200,000

　通信費（ハガキ）　　　　　　　　　　　　　　 50,000

安芸高田市バスハイク 256,400

　バス借上げ（三矢旅行）　　 150,000

　チラシ印刷費　　　　　　　　　　　　　　　　 50,000

　食糧費（弁当）　　　　　　　　　　　　　　　 40,000

　JR乗車券 16,400

川根柚子もぎ応援 60,800

　食糧費（弁当）　　　　　　　　　　　　　　　　 30,000

　土産代（川根物産品）　　　　　　　　　　　　 30,000

　 保険代 800

健康作り体操教室 30,000 　講師料、資料コピー代

神楽勉強会教室 30,000 　講師料

予備費 41,393

1,987,313

助成金

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

項　目 予算の内訳

会　費

繰越金

雑収入

合　計

予算の内訳

合計
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安芸高田市ふるさと応援の会広島 第六回総会 ご来賓出席者名簿 

番号 団体・役職 氏  名 

1 安芸高田市長 浜田 一義 

2 安芸高田市議会議長 先川 和幸 

3 安芸高田市議会副議長 水戸 眞悟 

4 広島県議会議員 児玉 浩 

5 衆議院議員 河井 克行 

6 参議院議員 森本 真治 

7 安芸高田市副市長 竹本 峰昭 

8 安芸高田市教育長 永井 初男 

9 （株）神楽門前湯治村代表取締役社長 溝本 郁夫 

10 広島市議会議長 永田 雅紀 

11 広島市議会議員 木山 徳和 

12 広島市議会議員 近松 里子 

13 安芸高田市ふるさと応援の会広島 顧問  山下 哲夫 

14 広島市経済観光局観光政策部長 阪谷 幸春 

15 安芸高田市ふるさと応援の会本部 顧問 香川 洋之助 

16 安芸高田市ふるさと応援の会 相談役 立川 哲男 

17 安芸高田市ふるさと応援の会本部 会長 前田 明 

18 安芸高田市ふるさと応援の会 副会長 三宅 七生治 

19 安芸高田市ふるさと応援の会 関東副会長 中村 健郎 

20 安芸高田市ふるさと応援の会 監事 栗栖 誠 

21 安芸高田市ふるさと応援の会 監事 渡邉 伸明 

22 中国新聞安芸高田支局長 山成 耕太 

                                       （敬称略・順不同） 
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「広島よしもと」のプロフィール 

 

 

 

 

吉本興業が広島に事務所を開設して１３年。 

現在は中区大手町２丁目、大手町 22ビルに事務所を設け 

「笑い」を中心としたエンタテイメントによる社会貢献と 

「誰もが、いつでも笑顔や笑い声をもてる社会」の実現を目指

します。 
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ⓒ安芸高田市観光協会 

 

「横田神楽団」のプロフィール 

 

安芸高田市の神楽 

 安芸高田市の神楽は、出雲流神楽が石見神楽を経て、江戸期にこの地域に伝えられたと考えられ

ます。また、その過程で、九州の神楽・備中神楽、さらには中国山地一帯の古くから伝わる農民信

仰などの影響を受けて、現在の形態になったといわれます。 

 現在では安芸高田市内に 22 の神楽団が存在しています。神楽団の団員たちは、日常は各々の仕

事や勉学に励みながら、プライベートな時間を利用し神楽の継承と保存に日々努力をしています。 

 

横田神楽団の歴史 

横田神楽団の歴史は古く、江戸時代の終わり頃には神楽を奉納していました。明治〜昭和のな

かばまでは、盛んに活動していましたが、昭和 37〜38年頃、団員不足から一時期中断していまし

た。しかし、昭和 39年に再結成されてからは、再び盛んになり現在は町内でも有数の神楽団とし

て、活発な活動を続けています。 

 

◎横田八幡神社 

 祭 9月第 3土曜日 

◎竜王社 

 祭 11月第 1土曜日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝
たき

夜叉
や し ゃ

姫
ひめ

のあらすじ 

平安中期の天慶の乱にて、平 将 門
たいらのまさかど

は討たれ、一族郎党滅ぼされる。生き残った将門の娘五月

姫は父の無念をはらすべく、鞍馬の貴船神社に七日七夜の願いをかけ満願の夜貴船神社の荒御霊

より妖術を授かる。 

荒御霊のお告げどおり、滝夜叉姫と名乗った五月姫は下総
しもうさ

国
のくに

は猿島郡、岩井の地へと立ち返

り、夜叉丸、蜘蛛丸ら多くの手下を集め朝廷転覆の反乱を起こした。 

朝廷は、滝夜叉姫成敗の勅命を大宅中将光圀
おおやのちゅうじょうみつくに

と山城光
やましろのみつ

成
なり

に下す。勅命を受け、共に坂東に

向かい滝夜叉姫の館に攻め込み激闘の末、陰陽の術を持って滝夜叉姫を成敗するという物語です。 

 

 


