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わたって活況をリレーしました。

一人ひとりの文化に彩られ、３週に
「歌謡・詩吟発表 会」が行われ、

人が自慢のノドを披露。翌日の「ふ
曲の美しい音色が会場に響
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など
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広い年齢層が披露しました。最終
日の 日には中央公民館で「囲碁大
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「福天似顔絵大会」
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えながら思い思いに町のマスコットを描きあげ
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たちが体験企画に親しむきっかけとなりました。
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穀豊穣・無病息災の祈りととも
に次代に受け継がれています。
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1しなやかな動きの舞踊 2 華麗な衣装で
異国的なダンス 3 表千家流の茶席体験
4 体育館を埋める多様な作品群 5 ラスト
を飾った藤かおりさん 6 保育園児も興味
津々 7 100人以上が美声を披露 8 迫力
の打楽器４重奏 9 幅広い年齢層がキレ
のあるダンス  碁石の音だけが響く会場

撮影日 ● 不明
撮影場所 ● 金田新町商店街
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主催／福智町文化連盟

月３日、文化の日。３千点以

● 第11回 福智町文化祭

日間で３千 人を超 えた来 場 者は、 重ねるごとに定着した文化の祭典。
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年の暮れ 今年一年 感謝して
冬山の 陰のかかって 木立かな
粛茶と 雨も音なき 枯野かな
箒目の 砂紋の流れ 散る紅葉
思ひ出の 旅は信州 一茶の忌
日に映えて 石蕗の黄にとぶ 蜆蝶
御仏に 真紅の毛帽 新らしき
荒磴を 急ぐ人影 散紅葉
キャンバスの 冬の怒涛の 波しぶき
鴨の来て 隠沼あたり 賑やかに
数人の 友との集ゐ 冬ぬくし
華やかな 姿眼裏 枯芙蓉
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▶スポーツの秋、芸術の秋、
食欲の秋と多様に表現され
る10・11月。心地よい気候の
中、多くのイベントが催されま
した。伺う先々で顔見知りも
増え、声をかけてもらえるこ
とをうれしく感じています。催
しのために熱意や努力をそそ
ぐ多くの人たち。人との輪を
広げ、交流を深めたからこそ
伝わることを感じ、紹介して
いきたいと思います。
（田代）
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▶「昔は近所の人が作った野
菜を分け合うような付き合い
も多かった。作った人の話を
聞くと同じ物でも美味しく感じ
るんよね」
と話してくれた梅田
さん。そこには作り手の時間
と愛情が込められた付加価
値がありました。物の価値を
お金でのみ判断するのではな
く、背景に思いをめぐらせられ
るか。そのことが人生を豊か
にするのだと思います。
（日吉）

