
令和４年度 事業報告 

 

１． スマイルダイニング(子ども食堂と農業体験会) 

 

① 令和 3年 12月 12日（日）  

  場所：いちょう団地集会室 

     ショッピングセンター前 

  配布：チキンライス弁当 35個  

Xmas菓子 40個 菓子文具釣り大会 40点 手作りマスク（寄付）40点 

場所：店内スマイルダイニング 

      歌と踊り、お話と劇遊び、ゲーム、ランチ 

      参加者 24名 幼児 7名、小学生 12名、中学生 1名、大人 4名 

 

② 令和 3年 12月 18日(土) 

場所：店内スマイルダイニング 餅つき 

参加者：小学生 13人、中学生 1人、幼児 6人、大人 4人 合計 24人 

 

③ 令和４年 1月 9日(日) 

場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前               

配布：お楽しみ弁当 30 個 

   福袋 40個 

場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

   参加者：大人 5、中学生 1、小学生 12、幼児４ 合計 22名 

   内容：お正月について 日本文化の紹介 

      忍者：演舞、手裏剣投げ体験 

      須永先生からの子供インタビュー 

      お汁粉のお話を聞いて ランチはお汁粉 

 

④ 令和４年 1月 23日(日) 

場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前 

配布：ハンバーグ弁当 30 個 

 

⑤ 令和 4年 2月 13日(日)  

場所：いちょう団地集会室  

いちょうショッピングセンター前  

配布：コーンバターライス弁当 30個  バレンタインチョコ 40個 

  場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

     寄付ゼリーを各家庭に配布 



     参加者：大人 3、中学生１、小学生 7、幼児 3 合計 14名 

 

⑥ 令和 4年 2月 27日(日)  

場所：いちょう団地集会室  

いちょうショッピングセンター前  

配布：ちらし寿司弁当 31 個  

  場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

     参加者：大人５、中学生１、小学生 5、幼児 4 合計 15名 

 

⑦ 令和 4年 3月 13日（日） 

場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前             

配布：炊き込みご飯弁当 30個  

場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

    無料弁当配布 

     参加者：大人 4、中学生１、小学生 6、幼児 2 合計 13名 

 

⑧ 令和 4年３月 27日（日） 

場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前             

配布：おにぎり弁当 30個   野菜ジュース 30本  霧島クリアファイル 30枚 

 

⑨ 令和 4年 4月 10日（日） 

場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前             

配布：チキントマト煮弁当 30個 

場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

参加者：大人２、中学生２、小学生４、幼児３ 合計 11名 

        

⑩ 令和 4年 4月 24日（日） 

場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前             

配布：筍の炊き込みご飯 30個 

場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

参加者：大人 11、中学生２、小学生 13、幼児７ 合計 33名 

 

⑪ 令和 4年 5月 3日(火) 子どもの日 

場所：いちょう団地集会室   

いちょうショッピングセンター前     

配布：子どもの日弁当  40 個 



   お菓子 40個 

  (社福)聖園子供の家 お弁当 38個、お菓子 38個 

  (社福)唐池学園 お弁当 41個、お菓子 41個 

 

⑫ 令和 4年 5月 8日(日) 

場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

   参加者：大人 5，中学生 2、小学生 9、幼児 5 合計 21名 

お弁当 27個（お菓子付き） 

内容：英語リトミック   忍者：手裏剣投げ 

 

⑬ 令和４年 5月 22日(日) 

場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前  

配布：カラフル素麺 34個  

場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

   カラフル素麺ランチ 

   大人 4、中学生 2、小学生 7、幼児 4 合計 17名 

   内容：食育のお話 

 

⑭ 令和４年 6月 26日(日) 

場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前       

配布：ポークチャップ弁当 30個 

場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

   大人 5、中学生 2、小学生 14、幼児 4 合計 25名 

   内容：英語リトミック 音楽リトミック 

 

⑮ 令和 4年 7月 3日(日) 

場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

参加者：大人 8、中学生 2、小学生 12、幼児 6 合計 28名 先生 2名 

  内容：英会話リトミック 短冊に願い事 

 

⑯ 令和 4年 7月 10日（日） 

  場所：いちょう団地集会室 

     いちょう団地ショッピングセンター前 

  配布：カラフル素麺弁当 30個 

場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

参加者：大人 5、小学生 6、幼児 3 合計 14 

  内容：英語 

 



⑰ 令和 4年 7月 31日(日) 

場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前       

配布：生姜焼き弁当 30 個  

   ブラックベリーソースヨーグルト 

   冷凍みかん 

   日健玄米ご飯 

 

夏休み中 支援を必要とする家庭に 食材配布と夏休み応援弁当の配布を実施 

 

⑱ 令和 4年 8月 19日（金） 

  夏休み応援弁当配布 7個 

 

⑲ 令和 4年 8月 21日(日) 

場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

内容：英語教室 英語の絵本創り 

参加者：大人 3、中学生 2、小学生 4、幼児 3 合計 12名 

 

⑳ 令和 4年 8月 22日（月） 

 夏休み応援弁当配布 7個 

 

㉑ 令和 4年 8月 25日（木） 

 夏休み応援弁当配布 4個 

 

㉒ 令和 4年 8月 28日(日) 

場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前       

配布：チキンカツ弁当 30 個  ミルフィーユ・すいか 付き 

   

㉓ 令和 4年９月４日(日) 

場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前       

配布：弁当 30 個  

場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

参加者：大人 5、中学生 2、小学生 6、幼児 7 合計 20名 

内容：音楽教室、忍者手裏剣大会、ミニプランター種まき 

 

㉔ 令和 4年９月 10日) 

場所：畑 

  参加者：大人 4、学生 1、幼児２ 合計 7名 



   内容：夏野菜の収穫 

 

㉕ 令和 4年９月 25日(日) 

場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前       

配布：弁当 30 個  ふ菓子 

場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

  参加者：大人３、中学生２、小学生７、幼児４ 合計 16名 

内容：算数教室 

 

㉖ 令和 4年１０月２日（日） 

 場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 秋まつり 

 参加者：大人 20、中学生１、小学生 15、幼児 10、不明 3 合計 49名 

 内容：手作り屋台、金魚すくい、ヨーヨー釣り、豪華景品釣り、輪投げ、恒例の餅つき    

  

㉗ 令和 4年 10月 9日（日） 

  場所：いちょう団地集会室 

    いちょうショッピングセンター前 

  配布：竜田揚げ弁当 30個とクッキー  

  場所：ダイニング花 

 店内スマイルダイニング  弁当配布 2個 

 

㉘ 令和 4年 10月 23日（日） 

 場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前       

配布：カツカレー弁当  ３５個  

  場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

  参加者:大人３、中学生２、小学生５、幼児３ 合計１３（ランチのみは 8名）   

内容：歌と紙芝居 

 

㉙ 令和 4年 10月 30日（日） 

  場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

  参加者：大人１、小学生２、幼児２ 合計５   

内容：食育 

 

㉚ 令和 4年 11月 13日（日） 

 場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前       

配布：クリームシチュー弁当 50 個  お菓子 2個 

 



㉛ 令和 4年 11月 27日（日） 

 場所：いちょう団地集会室 

いちょうショッピングセンター前       

配布：すりリンゴカレー弁当 30 個 お菓子 2個 

場所：ダイニング花 店内スマイルダイニング 

内容：英語 

参加者：大人４、中学生２、小学生４、幼児５ 合計 15名 

すりリンゴカレーランチ 

 

  



２． 教育フォーラム 

 

① 教育フォーラム第 6回  

  期日：令和４年１月 22日（土） 

  場所：芸術文化 hanaフォーラム 

     「新年祝賀講演会」 

講師：精矛神社宮司 島津義秀「郷中教育」 

参加者：社員４名 一般 42名 合計 46名 

内容：新年祝賀講演会ということで、講演の前座として吉福社中による新年祝いの神 

楽も披露されました。獅子舞の演舞でお正月気分満載の内容となりました。 

島津講師は薩摩琵琶の指導もされる演奏者であり、薩摩琵琶の演奏も交えての

講演となりました。「郷中教育」の深い内容に触れることのできる貴重な時間と

なりました。  

 

② 教育フォーラム第７回 

期日：令和４年 3月 5日（土）  

場所：鹿児島県霧島市・みやまコンセール 

   ～鹿児島から発信する未来創り～ 大和の心フェスタ in霧島 

講師：iBS外語学院 南徹院長 

「言の葉が創る歴史・言の葉が創る未来」 

  霧島九面太鼓 「天孫降臨」 

  NPO法人神代の守り人理事 石堂修一  神話ナビゲーション 

  田中ふみ枝 神話語り「神代三代」 

  シンガーソングライターYULY 神話のゆりかご～歌のステージ 

  志學館大学 原口泉教授と 

NPO法人まちづくり地域フォーラムかごしま探検の会 東川隆太郎代表理事による 

「受け継がれた鹿児島の心と魂に触れる薩摩の郷中教育」 トークセッション 

かごしま近代化産業遺産パートナーシップ会議若手会の学生 4名による研究発表 

薩摩川内おどり太鼓 「ミライへの祈り」 

参加者：大人 362名  子供 143名  合計 505名 

内容：県外において初めての開催イベントとなりました。三部構成による盛りだくさん

の内容となりました。今回の開催に際しては、鹿児島県 塩田康一知事からお祝

いのメッセージをお寄せいただき、関東の名産品、ディズニーのお菓子等の抽選

会も同時に行われました。催事終了後には社会福祉協議会を通して鹿児島県内の

福祉施設にお菓子やクリアファイルを寄贈させていただきました。  

 

③ 教育フォーラム第８回 

期日：令和 4年 3月 30日（水） 

場所：衆議院議員会館 国際会議室 

  講師：iBS外語学院 院長 南 徹  



     「亡国とは対話のない社会」 

  iBS外語学院卒業生 安吉優奈 「絹の民」 

  柏木実業専門学校生 ディアン・ノフィタヤニ 「私は私の道を歩く」 

  参加者：社員 1１名 一般 103名 合計 114名 

  内容：3月 5日に引き続いて iBS外語学院・南徹院長をお迎えして、衆議院議員会館・

国際会議室において講演会を行いました。講演会場の国際会議室は前日、ウクラ

イナのゼレンスキー大統領が日本の国会議員に向けてリモートでメッセージを

伝えた会場でした。今回は、iBS外語学院を今春卒業され、すぐにドバイに向け

て出発するという卒業生の英語によるメッセージもあり、また、大和市の柏木実

業専門学校在学生のディアン・ノフィタヤニさんの日本語によるメッセージも

発表されました。 

 

④ 教育フォーラム第 9回 

期日：令和 4年 6月 4日（土） 

場所：東京赤坂 明治記念館 

   ～日本を元気にする 大和の心フェスタ第 2回～ 

   「日本の源流」 

講師：宮崎県高千穂神社 後藤俊彦宮司 

   「日本の源流」 

  ：志學館大学教授 原口泉 

   「古事記と維新」 

参加者：社員 11名 一般 67名 合計 78名 

内容：明治神宮内施設としての明治記念館において、このほど神職身分の最高位とされ

る「特級」の称号を付与された後藤俊彦宮司を宮崎県からお迎えし、「日本の源

流」と題して心洗われる講話をいただきました。また、志學館大学・原口泉教授

には「古事記と維新」と題して、歴史に絡む興味深いお話を多岐にわたって語っ

ていただきました。 

  



 

 

３． 日本武芸道の知セミナー 

 

① 第 15回 日本武芸道の知セミナー 

  期日：令和 4年 4月 11日（月） 

  場所：参議院議員会館 

  講師：三重大学教授 山田雄司 

     「忍者研究の最前線」 

  参加者：社員 6名 一般 40名 合計 46名 

  内容：山田先生には 2 回目の講義となりましたが、今回は参議院議員会館が会場とな

り、収容人数制限一杯の参加者となりました。 

「忍者」を学術の面から深く掘り下げた内容を分かり易く語っていただき、東京

の歴史にも絡んだ内容で新たな「忍者」の世界を知る機会となりました。 

 

② 第 16回 日本武芸道の知セミナー 

期日：令和 4年 7月 30日（土） 

場所：やまと芸術文化ホール メインホール 

講師：公益社団法人青少年育成支援大和の心 専務理事 藤懸康汪 

「日本のまつり」 

     ぎんざ酔狂連 大和阿波踊り 

   弥圓佐助ほか 忍者演舞 

   MAMU キッズダンス それぞれの演舞とソーラン節 

   和鼓連 和太鼓 

   町田エイサー青海波 沖縄エイサー踊り 

   坂本幸子 歌謡ショー 

参加者：社員 9名 一般 228名プラス 144名 合計 381名 

内容：地元の大和阿波踊りの最強チームであるぎんざ酔狂連の皆様の阿波踊りからス  

テージが始まりました。忍者の演舞の後には当法人の専務理事・藤懸康汪より

「日本のまつり」と題して、端的に分かり易く日本の祭りのルーツを教えてい

ただきました。キッズダンス MAMU のチームは何組かに分かれてのチームパ

フォーマンスのあと、ソーラン節を力強く踊っていただきました。和鼓連は和

太鼓の披露とお祭り色一杯の花笠音頭で祭りの雰囲気最高潮でした。そして、

演歌歌手・坂本幸子さんによる歌唱と涙するメッセージ、最後に口笛の音色が

沖縄を実感するエイサーで締めくくりとなり、一つの会場でたくさんのお祭り

を実感した楽しく充実した舞台となりました。 

 

  



 

４． 機関誌 大和の心ジャーナル 

 

①第 11号 令和 4年 3月 17日発行  発行部数：500部  

  主な内容：令和 3年 7月に衆議院議員会館において開催された第 4回教育フォーラム

の内容と第 13 回日本武芸道の知セミナーの内容と合わせて、同年 11 月

14 日にやまと芸術ホールメインホールにおいて開催された大和の心芸術

文化祭の様子を掲載 

  

②第 12号 令和 4年 7月 7日発行  発行部数：500部 

主な内容：令和３年 11 月に開催された第 5 回教育フォーラムの内容と新春の教育フ

ォーラム６回の新春祝賀講演会の内容を掲載。 

 

 


