の「かいせい音頭」が開成町

サイサイ節ができるまではこ
に踊っていたし、昭和

の皆さんがサイサイ節と一緒

つりのオープニングで婦人会
年代

のご当地音頭だったはず。サ
イサイ節誕生以来すっかり影
が薄くなってしまっている
「かいせい音頭」について調
べてみました。

には文命中学校の体育祭でも
全校で踊っていましたよね？
ふるさと芸能おこし事業で
制作されたサイサイ節

とノリがよくて元気になれる

イのサイサイアジサイサイ♪

「サイサイ節」は、♪ササ

芸能おこし事業の一環として

平成元年度に開成町ふるさと

も踊っていますね。こちらは、

節。現在、小学校の運動会で

サイサイ節同様、「かいせい

かいせい音頭は今どこへ

踊りですが、ちょっと待って
制作されたもので、エレキの
作詞は青柳恵三さん。作曲
音頭」も町の貴 重な財産とし

まずはおなじみのサイサイ

ください！確か、少し前まで、
神様・寺内タケシさんが作曲
山田年秋さん、そして、歌は

披露目されていることがわか
いせい音頭を春日八郎さんが

んも有名ですが、なんと！か

今後も無理なく続けよう
この事業では、皆さんの健
きました。

ごしましょう。引き続き町も
応援していきます。

10
2016.3.1
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調べて！
町の調査隊

０３１５

●問 自治活動応援課
☎

この「サイサイ節」のほかに
し た も の 。こ れ と 並 行 し て

あ じさいまつり な どの町 の
「かいせい音頭」っていうの

イベントで開 成 町のご当 地 音
て踊 り 継いでいきませんか？

り ま し た 。当 時 の 広 報 に は
歌っていたとは！開成町のご

サイサイ節の寺内タケシさ

町の財産として踊り継いで

有名な歌手でした。

時代、春日八郎さんといえば

いかもしれませんが、昭和の

世代の皆さんにはピンとこな

あの春日八郎さんです。若い

もありませんでした？

年にお

「みんなで歌い、みんなで踊
当地音頭って実はすごいかも

年に制作され、昭和

ろ、かいせい音頭は、昭和

町の歴史を調べてみたとこ

かいせい音頭

春日八郎さんが歌っていた

に誕生しています。

「開成水神雷太鼓」もこの時

頭として演奏されたり踊ったり
何年か前まではあじさいま

▲

れる町の音頭が欲しいという
しれないと、感動を新たにし

めてもらったり、参加賞を

とだけれど、ほかの人に認

た調査でした。

ことで専門家に依頼した」と

ウォーキングは手軽に、どこ

▲

が当たるポイントラリー。一
でもいつでもできる健康法

あります。

人１回の応募で、今年度は昨

もらったりすることとで続
応募ハガキに記入いただい

・できるだけ自立した生活を

本事業は今年度で終了しま

年度を上回る２０８人の応募
た、「日ごろ、健康のために取

するために健康でいたいの

すが、今後も各自のやり方で

康意識の高さを知ることがで

がありました。そのうち、今
り組んでいること」をまとめ

で、自分でやれることは頑

無理なく継続して、健康で過
だと思って取り組んでいる。

・健康でいることが社会貢献

けていく励みになった。

年度初めて応募したという人
ました（グラフ２参照）。いつ

張りたい。

は ％でした。

でも、どこでもできるウォーキ
きいき健康体操やゆる体操な

歳代の応募がトップ

応募状況を年代別でみる

どで、三番目が減塩やバラン

ングが一番 多く、二番目がい
歳代の応募が最も多

スのとれた食事でした。

皆さんが日ごろ健康のために取り組んでいること第１位のウォーキング。
町では、チャレンジデーにあわせ、歩こう会を開催します。
一緒にウォーキングを楽しんで、ついでに町のスポーツ
イベントにも参加しちゃいましょう。
また、チャレンジデーへの参加は、各自の生活に合わ
せて取り組んでいる体操やウォーキングでも大丈夫です。
チャレンジデーの日に実施して、ぜひ「やったよ箱 」に
報告用紙を投かんしてください。
問 自治活動応援課 ☎84－0315
●

さ れ てい る「 サ イ サ イ 節 」。

かいせい音頭の完成を知らせる当時の広報紙の記事
(昭和52年12月１日号)

このコーナーでは、町内の気になるあ
の場所・あの人をまちづくり情報特派員
が取材します。お寄せいただいた情報の
中から町と特派員で選定し、掲載します。
メールなどで、住所、氏名、調べてほし
い内容を記入し、お送りください。
jitika@town.kaisei.kanagawa.jp
FAX 82̶5234

チャレンジデーに参加しよう！

と、
代の応募が昨年度より

く、

ツをした住民の参加率を競い合います。

午前０時～午後９時
（21時間）
15分以上継続して何らかの運動やスポー

「健康づくり

人口規模がほぼ同じ自治体同士が、

５月25日(水)
総参加型のスポーツイベントです。

％も増えました（グラフ１

水曜日に世界中で実施されている住民

チャレンジデー実施日
チャレンジデーは、毎年５月の最終

応募した人たちの声

１７

参照）。

血圧測定

ポイントラリー」
への参加

↓

全国的な統計でも全世代で

１７

・自分のためにやっているこ

体操・ラジオ体操

ありがとうございます！

再生 （を押すと聞けます）

歳代が一番運動していると

（複数回答）
（人数）

町では、「 日 本一健 康 なま

http://www.town.kaisei.kanagawa.jp/

いうデータが出ています。

グラフ2 健康のための取り組んでいること

ち」を目指す取り組みとして、

１７

町民の皆さんが楽しみながら

筋トレ・ストレッチ

健康づくりを始めるきっかけ

52

１８

年 度と

６９
ウォーキング

になればと、平成

４０
いきいき健康体操・ゆる体操など

年度の２年間、「 健康 づくり

?!

50

53

減塩やバランスを考えた食事

ポイントラリー」を実施し

ました。
昨年度を上回る応募数
血圧測定やウォーキングな
どの個人での取り組みや、町
が行う健診や講座などに参加

開成町の紹介
ホームページトップ

６０歳代
２７％

問 保険健康課
●

するともらえる「ぽっ歩ちゃ

かいせい音頭は町ホームページからお聞きいただけます。

８０歳代
１５％

５０歳代
８％

〈7〉

ん」シール又はスタンプを集

今年もやります！チャレンジデー

70
10

応援します

めて応募すると、抽選で賞品

年代別応募状況

2016.3.1

広報かいせい
11

かいせい音頭のレコードジャケット。
歌唱は昭和の名歌手・春日八郎さん

61

80 70
４０歳代
２％

☎84－0327
27

かいせい音頭

84
‒
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de

↓
７０歳代
４４％

⒀
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ま
知ってい
26

70
３０歳代
２％

２０歳代
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２％

グラフ1

みんなの元気を
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