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このコーナーでは、町内で頑張っている人や、魅力的な団体などを紹介します。
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拡大版
～こんな時だからこそ、
　　　　　　　　力を合わせて～
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特集　輝くまち・ひと 拡大版

＃（ハッシュタグ）私でやっ in 田原本によ
る清掃活動が、田原本町役場東の寺川沿

いで 11 月 22 日、12 月 13 日に行われました。
　多くの有志の皆さんが集い、捨てられたごみ
を次々と回収して、まちの美化のため奮闘され
ていました。

11 私でやっ in 田原本の私でやっ in 田原本の
真っ赤なのぼり。参加者真っ赤なのぼり。参加者
の熱い思いを表しているの熱い思いを表している
ようですようです 234567234567 清清
掃活動開始！川に捨てら掃活動開始！川に捨てら
れたごみを、皆で手分けれたごみを、皆で手分け
して回収していきますして回収していきます 88
拾ったごみはしっかり分拾ったごみはしっかり分
別別 9 少しでもまちを奇麗
にしたいから、私たち頑
張ってます。でやっ！
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　SNS 発のごみ
拾いムーブメント

「トラッシュタグ
チャレンジ」。
　この活動が奈良県でも広がり「ごみ拾いする
私かっこいい、でやっ！」という人が増えてほ
しい、という思いから平成 31 年 4 月に発足し
ました。現在、大和高田市、生駒市、田原本町、
葛城市、橿原市と活動は広がっています。

◀「＃私でやっ」
をつけ投稿。奈良
発信を印象付ける
ため「どやっ」で
はなく「でやっ」
としました

　皆でごみ拾いをすることで　皆でごみ拾いをすることで
人同士のつながりが深まり、人同士のつながりが深まり、
そしてまちが奇麗になれば自そしてまちが奇麗になれば自
然と笑顔が生まれます。これ然と笑顔が生まれます。これ
からもコツコツと、活動を積からもコツコツと、活動を積
み重ねていきたいです。み重ねていきたいです。

代表からひとこと！代表からひとこと！

※ 「＃私でやっ」の活動については、各地の代表や参加者が SNS（フェイ
スブック、インスタグラム、ツイッターなど）で発信しています。「＃私
でやっ」「＃私でやっ in ～（田原本、大和高田など）」といったワードを、
上記 SNS や検索エンジン（グーグルなど）に入力し検索してください。
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株式会社ハンナのご協力により、田原本町 PR ラッ
ピングトラックが完成し、11 月 24 日に出発式

が行われました。唐古・鍵遺跡史跡公園をはじめ町の
シンボルや催しの PR、そしてお互いに「女性が活躍
する」企業、町であることをイメージしたデザインが
なされ、町内外問わず広範囲に町の魅力を発信する広
告塔の役割を担っていただきます。

　　田原本町は奈良県のへそで田原本町は奈良県のへそで
あり、中心。そして私たちにあり、中心。そして私たちに
はこのまちに根ざしたご縁がはこのまちに根ざしたご縁が
あります。今後も地域、経済あります。今後も地域、経済
の活性化に少しでも力になりの活性化に少しでも力になり
たいと思っています。たいと思っています。

代表取締役からひとこと！代表取締役からひとこと！

11 出発式と出発式と同時に、株式会
社ハンナと田原本町の地域活
性化の実現に向け、相互に連
携・協力していくための包
括連携協定を締結しました
2233 完成した PR ラッピング完成した PR ラッピング
トラックトラック 44 出発式・森町長出発式・森町長
のあいさつのあいさつ 5566PR ラッピンPR ラッピン
グトラックの出発を見送り。グトラックの出発を見送り。
見かけることがあれば、ぜひ見かけることがあれば、ぜひ
手を振って応援お願いします手を振って応援お願いします

11 22

33

44

55 66

　田原本町鍵に営業所
を置く運送業者（本社
は奈良市）。働くこと、
家族との時間を大事に
するとともに、運送業が経済を支えているという

強い思いを持ち、社会に貢献する
輸送サービス業を目指しています。

◀株式会社ハンナホームページ

▲女性ドライバーの活躍を動画
配信するなど、女性活躍推進を
進めています

このコーナーでは、町内で頑張っている人や、魅力的な団体などを紹介します。
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特集　輝くまち・ひと 拡大版

11 村屋神社と天理警察署のコラボ
レーションにより完成した、交通安
全アマビエ様 2323 悪疫退散・事故悪疫退散・事故
退散祈願の様子。太鼓を打ち鳴らし、退散祈願の様子。太鼓を打ち鳴らし、
参加者へお祓いを行う参加者へお祓いを行う 456456 古事記、古事記、
歴史を次世代に繋ぐコンテンツを創歴史を次世代に繋ぐコンテンツを創
生する「古事記プロジェクト」によ生する「古事記プロジェクト」によ
る歌「祈り」の奉納る歌「祈り」の奉納 77 村屋神社より村屋神社より
啓発用のぼり旗が寄贈されました啓発用のぼり旗が寄贈されました

村屋神社と天理警察署のコラボレーションに
より「交通安全アマビエ様」が完成しまし

た。11 月 27 日、村屋神社にて新型コロナウイ
ルスの感染収束と交通事故防止を願い、悪疫退散・
事故退散祈願が行われ、交通安全アマビエ様の啓
発用のぼり旗が田原本町、天理警察署に寄贈され
ました。
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　縁結び、内助の功、
稲作の神として知られ
る「大

おおものぬし
物主」と「三

み ほ つ ひ め
穂津姫」の夫婦神を祀る延喜

式内大社。大
おおみわじんじゃ

神神社の妃
きさきがみ

神を祀る大神神社の別宮
ともいわれています。禰

ね ぎ
宜の守屋さんは、5月に

悪疫退散を願い「妖怪アマビエ様
の御朱印」を考案されました。

▶村屋神社ホームページ

　　交通ルール軽視に注意を呼交通ルール軽視に注意を呼
びかける警官、というイメーびかける警官、というイメー
ジで「ジで「交通安全アマビエ様」交通安全アマビエ様」
を考案しました。住民の皆さを考案しました。住民の皆さ
んの交通安全、悪疫退散につんの交通安全、悪疫退散につ
ながれば幸いです。ながれば幸いです。

禰宜からひとこと！禰宜からひとこと！
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伝統文化を次世代へつたえる会は、田原本町商工
会と協力し合って「たわらもと協働プロジェク

ト事業」に取り組んでいます。畳、能楽といった町が
誇る伝統文化を外国語に訳し、海外の人向けに落とし
込んでいくことで、より身近に伝統文化を紹介できる
ようにしていく…。コロナ禍だからこそできる準備を、
メンバーの皆で力を合わせて整えていきます。

11 日本文化にふれる旅（畳編）。畳について外国語で紹介日本文化にふれる旅（畳編）。畳について外国語で紹介
23452345 織田畳店でのワークショップ（11 月 27 日）。畳の学習、織田畳店でのワークショップ（11 月 27 日）。畳の学習、
畳作り体験を交え、皆で相談しながら海外の人向けの内容に落畳作り体験を交え、皆で相談しながら海外の人向けの内容に落
とし込んでいきますとし込んでいきます 67896789　 　 能楽体験ワークショップ（12能楽体験ワークショップ（12
月 5 日）。扇を持ちながらの動きや、能楽の説明など、どのよ月 5 日）。扇を持ちながらの動きや、能楽の説明など、どのよ
うに海外の人に伝えていくのかを考えていますうに海外の人に伝えていくのかを考えています
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　海外の人にはなじみのない　海外の人にはなじみのない
日本の伝統文化をどう伝え、日本の伝統文化をどう伝え、
どう心に響かせるか…。実際どう心に響かせるか…。実際
に体験して皆で考えていまに体験して皆で考えていま
す。多くの気づきがあり、何す。多くの気づきがあり、何
より楽しいですね。より楽しいですね。

伝統文化を次世代へつたえ伝統文化を次世代へつたえ
る会の2人からひとこと！る会の2人からひとこと！

　このまちの良き　このまちの良き
伝統文化を残して
いくため、こども
能楽教室やワークショップ、イベ能楽教室やワークショップ、イベ
ントなどを通して、横のつながりントなどを通して、横のつながり
を広げながら活動しています。を広げながら活動しています。

問メールアドレス問メールアドレス
dentou.jisedai@dentou.jisedai@
gmail.comgmail.com

◀伝統文化を次世
代 へ つ た え る 会
フェイスブック

このコーナーでは、町内で頑張っている人や、魅力的な団体などを紹介します。



　「まちに楽しみが生ま
れいきいきと活用が進
むにはどうすればいいか」この問いに向け
て社会実験的に取り組みを行う団体。田原
本駅東側寺内町エリアの現状を課題の一つ
と捉え、まちを変える第一歩として取り組
みをスタートさせています。

特集　輝くまち・ひと 拡大版

まちの中心部・浄照寺の境内で、手作り品などの作
り手と地域の人々がつながるマーケットが 9 月

27 日、11 月 29 日に t
タ ワ ラ モ ト
awaramoto l

ラ ボ
ab. により開催され

ました。来場者は、お気に入りの作品などを選んだり、
作り手や友人、家族たちとのコミュニケーションを楽し
んでいました。（次回開催は春ごろを予定）

12345671234567 マチテラスマチテラス
クエア（11 月 29 日開催）クエア（11 月 29 日開催）
の様子。様々な世代の人たの様子。様々な世代の人た
ち、作り手たちがつながるち、作り手たちがつながる
場を目指しています場を目指しています
8989「まちを散策しよう」「まちを散策しよう」
寺内町の良き町並みを知っ寺内町の良き町並みを知っ
てもらうための取り組みもてもらうための取り組みも
行っています行っています
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　継続的に人がまちに集う様継続的に人がまちに集う様
子やまちが面白くなる兆しが子やまちが面白くなる兆しが
見えてくると、私たち以外にも見えてくると、私たち以外にも
様々な取り組みが進み、まち全様々な取り組みが進み、まち全
体に楽しさが生まれると考え体に楽しさが生まれると考え
マーケットを始めています。マーケットを始めています。

吉田さんからひとこと！吉田さんからひとこと！

▶ tawaramoto lab. ホームページ
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