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三条連区地域づくり協議会

毎年６月の「尾西あじさいまつり」に多くの人が訪れる「御裳神
社」。境内の「御裳神社の御由緒 (ごゆいしょ)」に由来が書かれて
います。
平安時代中頃の 1045 年、後朱雀 (ごすざく) 天皇が創建した歴史
あ る 神 社。ＮＨＫ大 河 ド ラ マ「麒 麟 が く る」の 時 代、永 禄 年 間
（1558 年～ 1570 年）中ごろに、下津城主織田氏・岩崎城主丹羽氏
ほか諸将が社殿を修復。江戸時代の聖徳年（1711 年～ 1715 年）、
尾張 4 代藩主の徳川吉通 (よしみち) 公が社殿をつくり献上。名称
にある裳 ( も ) は、女性が腰から下にまとった衣服で、古くから、
織物業や染色業の守護神として敬われたことに由来し、明治維新後、
社名を御裳神社に。昭和 34 年の伊勢湾台風の被害を受け、後に祭
大殿・拝殿を竣工。平成 12 年に「あじさい園」が完成。
平安時代の朝廷、戦国の世の武士、この地を治めた尾張藩主、そ
して明治から現代へ、それぞれの時代に生きた人たちが、末永い繁
栄や安全・安心な世の中と暮らしを願ってきました。いにしえの時
代から現在まで、地元の人たちに敬い護られてきた御裳神社。これ
からもその願いが託されていきます。100 年後にはどんな人たちが
訪れることでしょうか？

三条連区地域づくり協議会 は、

あけましておめでとうございます

地域の安心・安全、 福祉、 文化教養 ・
学習、 体育レクリエーションなどの
活動を通じて、 地域のふれあいと
絆を深め、 住みよい魅力ある地域
づくりを応援します。

本年もよろしくお願いいたします。

安全安心な三条連区へ提案事業を実施
三条連区地域づくり協議会会長

住田和美

今年度、三条連区は一宮市からの一括交付金にもとづいて、安全
安心な地域づくりへ、次の 3 つの提案事業を実施しました。
コロナ禍で大変な状況が続いていますが、これらの設備などの利用
とともに、これからも、暮らしやすい、住み続けられる地域づくりへ、
みなさまのご協力を、よろしくお願いいたします。

ゼロの日 （街頭監視活動日）

1 月 20（水）
2 月 10（水）
3 月 10（水） 30（火）

見守ってます!

「大平子ども見守り隊」
① 地域の安全と防犯用に
防犯カメラを小学校の通学
路を中心に１０台設置しま
した。

３月 の 行事予定
第42回 市民体育祭
行事
３月 ３日 (水) 尾西第一中学校卒業式
３月１９日 (金) 三条小学校卒業式
３月１９日 (金) 三条公民館総会
３月２５日 (木) 三条連区町会長会総会
３月２６日 (金) 三条連区地域づくり協議会総会
開催日

会場

主催

尾西第一中学校

尾西第一中学校

三条小学校

三条小学校

尾西生涯学習センター

三条公民館

尾西生涯学習センター

三条連区町会長会

尾西生涯学習センター

三条連区地域づくり協議会

三条連区地域づくり協議会だより

平成 29 年度にスタート。16 名の隊
員が、２名１組で月曜日と木曜日の下
校 時、大 平・県 営 住 宅・板 倉（一 部）
の子どもたちが通る交差点で見守って
います。全員 65 歳以上で、子どもた
ち の「元 気 な 挨 拶」や「あ り が と う」
の言葉に、元気をもらっています。午
後３時から 30 分程度、見守り隊への
ご参加をお待ちしています。
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② テントを２張購入しまし
た。既存のテントと合わせ
て、行事（みんなの運動会・
防災訓練等）や災害時に利
用します。

③ 地震のときの避難先を示
した、三条連区の避難場所
・避難所マップを全戸に配
布します。（広報２月号配布時）
命を守るための行動をぜひ
ご覧ください。

の紹介です②
三条連区の各地域で、文化やスポーツなど、さま
ざまな活動を行っている趣味クラブの紹介です。
くわしくは＊代表の方にお問合せ下さい。

◎ 新開コミュニティーいぶき太鼓

◎三条カラオケクラブ
みんなで楽しくカラオケ

◎

◎料理さくら

めざせソフトボール対抗試合勝利

三条つどいの里
第２・４土曜日
13:30～15:30

三条小学校グラウンド
日曜日
7:30～11:20

＊渡辺輝彦
080-5153-4101

＊三尾芳夫
62-3193

◎三条クラブ グラウンドゴルフ

すてきな料理をごいっしょに
講師︓村井和子

三条つどいの里
第１ ・ ３火曜日
9:00～13:00
＊太田ひろ子
61-8773

◎三条花の会
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新開コミュニティーいぶき太鼓は、平成２
年公民館活動として設立し、最初の頃は盆踊 みなさん
。
してます
り太鼓が中心でした。一宮太鼓保存会の助け 入会お待ち
もあって、今では色々な曲打ちを習得し、和
太鼓以外にも笛、鉄筒、締太鼓も増えて迫力
のある演奏をしています。三条地区盆踊り大
会、三条や大徳の市民体育祭、尾西まつり、
三条神社錬成館
尾西花火大会前夜祭、クリスマス点灯行事、
子ども太鼓
中通りまつり、あじさい祭り、大和地区のレ
月曜日
ンゲ祭等に参加をしてきました。また、保育
19:00~21:00
園や介護施設、かしの木の夏祭りなどで演奏
をしてきました。
大人太鼓
会員は小学生から８０代のおじいちゃんま
金曜日
で三世代３３名で、子どもたちは毎週月曜日、
19:30~21:00
大人は金曜日に練習をしています。和太鼓は
＊小川博行
健康にいい、ストレス発散、上手に演奏でき
82-9561
た時のうれしさなど楽しみがいっぱいです。
皆さんの入会をお待ちしています。

三条クラブグラウンドゴルフは、三条ク
ラブ会員など １０ 数人で毎週火曜・木曜日
の９時半から１～２時間ほど、尾西公園で
プレーしています。かつてはつどいの里辺
りにあったコートでゲートボールをしてい
ました。グラウンドゴルフになって ２０年
近くになります。
健康と親睦をモットーとして、公園の緑
とさわやかな空気の中、コロナに気をつけ
て和気あいあいと楽しくプレーしていま
す。ルールも簡単で運動量も丁度良く、誰
でもすぐに参加できるのがいいと思いま
す。年に一度大会で日頃の腕前をきそって
います。メンバー募集中です。三条クラブ
員の皆さん一度見学においでください。部
員一同、道具をそろえて、お待ちしており
ます。
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尾西公園
火曜日 ・ 木
曜日
9:30～11 時ごろ
＊浅野光彦
62-9384

三条花の会は、尾西公園の花壇を管理する
ことになって１７年になります。年に２回、
土作り、花苗の植え付け、当番制で草とり、
水やりをおこなっています。
公園を利用する人たちにきれいな花を楽し
んでもらおうと、花の配置、色の組み合わせ
を、みんなで考えて植えています。会員の高
齢化も進み大変ですが、仲良く楽しく奉仕し
ています。随時会員を募集しています。ボラ
ンティア活動をしたい人、花の好きな人、待っ
てます。

尾西公園
春と秋
＊伊藤幸治
62-6027

