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2008 六十里越街道広域連携フォーラム・パネルディスカッション

地域連携学としての六十里越街道の展望

六十里越街道広域連携フォーラム

＋

（あかさか のりお）

赤坂 憲雄 氏

街道広域連携フォーラムが開

間︑西川町を会場に六十里越

十二月十三日︑十四日の二日

る広域的な連携を図るために

十里越街道について︑さらな

山信仰の道として知られる六

内陸と庄内を結び︑出羽三

どしながら︑真剣に聞き入っ

聴衆の皆さんもメモをとるな

行われ︑参加された約百名の

街道全行程を歩く会の報告が

授が今年度実施した六十里越

た︒また︑引き続き︑張准教

研究成果などが紹介されまし

や今後の広域的な連携にどう

それぞれの地域の実情の紹介

パネラーにご出席いただき︑

動されている団体から八名の

地で六十里越街道を舞台に活

街道保存推進委員会など︑各

引町︶︑当町からは六十里越

ながら︑今回の提言内容を着

後︑関係団体が相互に連携し

な提案がいくつもなされ︑今

道の活用を考えるうえで重要

など︑これからの六十里越街

しての価値を確立すべきだ﹂

後世に残すために文化遺産と

た基調対談では︑講師として

フォーラムの冒頭で行われ
域連携学としての六十里越街

さらに第三部として︑﹁地

の動機づけとしての物語が必

ディスカッションが開催され︑ 里越街道を歩いてもらうため

道の展望﹂をテーマにパネル

要﹂︑﹁活用も大事だが︑今

ころがありますので︑あらか

一部省略させていただいたと

実に実行していくことが求め

東北芸術工科大学院長の赤坂
赤坂氏をコーディネーターに

結びつけていくかなどについ

ていました︒

憲雄氏と同大学准教授の張大
アルゴディア研究会︵鶴岡市・

じめご了承下さい︒︶

られます︒

石氏のお二人から︑﹁岡本太
後は守ることも考えていかな

スカッションの内容をご紹介

掘の記録をいただいて一度は

街道の古道の探査と︑その発

夫さんとお会いし︑六十里越

うものがあり︑そこで矢野光

タープリター冬季研修会とい

また︑白川源流の森でイン

島等々の山形県の県境にかか

ついに宮城︑秋田︑岩手︑福

いう夢を抱きながら︑そして︑

山を全部踏破しようと︑そう

最上川全線を歩こう︑出羽三

と思い︑五十五になったら︑

します︒︵なお紙面の都合上︑

いだろうかと思います︒研究

る古道の峠︑街道等々の全部

各パネラーからは︑﹁六十

今号では︑このパネルディ

郎の出羽三山への旅と︑開か
旧朝日村︶や松根地区六十里
ければならない﹂︑﹁街道を

れました︒

れた六十里越街道のもう一つ
越街道を守る会︵鶴岡市・旧櫛

赤坂

行ってみようと思ってそれを

テーマは地域連携学
―

員がいるのかどうかわかりま

自己紹介を兼ねてお一人ずつ︑ せんが︑私一人です︒

協会という外部組織を立ち上

ことになりますが︑山船頭人

ィア研究会の下部組織という

小野寺

を探索中で︑かなりできてき

道智道は︑私どももその古道

智道と朝日軍道︑そして最上

言が︑〝やがて置賜からの道

あり︑そこに書いてあった文

て一泊した場所にポスターが

九月のある日︑月山に登っ

智上人と言い換えさせてもら

は︑道智上人を敬う意味で道

した︒これに衝撃を受けたと
す︒それで道智道︑道智和尚
いうか大変惹かれたわけです︒ ということですが︑これから

川清流が加わって〟とありま

いたいと思います︒

大きい衝撃を受けたところで

張先生の対話を聞きまして︑

今日︑この会で赤坂先生と

ただいたわけです︒

スターを見て参加をさせてい

︵会場に張ってある︶そのポ

代の変遷で︑平成十二年に最

ありました︒残念ながら︑時

うものを確認するような旅で

場です︒そういった痕跡とい

成している昭和の初期までに

たいと思ったことは︑川を形

しっかりと自分の記憶に留め

のですが︑一番確認をして︑

りくらり二百二十九㎞歩いた

私は最上川を四回ほどのら

提案︑その他︑よろしくお願

げました︒会員は八名です︒

ています︒私は長年︑山登り

日軍道を長井の葉山からずっ

というのは生きた博物館であ

今野

まして︑これからのガイドを

今日のフォーラムに参加し

いします︒

どうやっていこうかなという

をしていて︑長井山岳会に所

朝日町でアルゴデ
―

ふうに考えました︒六十里越

属していますが︑若い時︑朝
と主稜線につながるように道

の私たちの活動にどういうふ

た話も聞くことができ︑今後

までの私の考え方とまた違っ

今日のフォーラムでは︑これ

たこともありました︒私自身

いうお褒めの言葉をいただい

道を復活した長井山岳会〟と

われている方から︑〝朝日軍

日と飯豊の登山の開拓者と言

で日本山岳会の越後支部の朝

ら︑今まで全く見えなかった

て自然に戻ろうかと思いなが

続けてきました︒五十になっ

されている地域︑と私は思い

の生きた証が川によって証明

り︑美術館であり︑山形県民

の三難所は全部で六本です︒

まって私が住んでいる村山市

番上流は米沢の大平橋から始

る全部で八十本の橋です︒一

めて︑最上川に架けられてい

認できたのは︑鉄橋四つを含

全線歩いてみてもう一つ確

は一つもありません︒

内では今︑渡船場というもの

稲沢の渡しが廃止されて︑県

後の渡船場であった大蔵村の

二十六ほどあった船渡︑渡船

も︑語って歩けば文化道︒歴
史を語り︑礎を語りながら︑

を作るなどした際︑そのこと

っています︒

るのですが︑これは張先生が

大そうな名前をいただいてい

竹田

線を全コース歩いたというこ

に長井の葉山から朝日の主稜

は一九七三年の二月︑厳冬期

飛び込んできました︒
﹁よし﹂

のが︑しっかり私の目と耳に

頂点に立つ出羽三山というも

二百二十九㎞の最上川やその

最後まで歩いた四人の仲間と︑

いうものを一昨年も含めて︑

まで全部で八十本です︒そう

以下︑酒田の河口の宮之浦橋

ひらめきで作られたのではな

ともあります︒

道智道研究会なんて
―

うに反映させていこうかと思

最
―上川ミュージアム
と考えて案内してきました︒

案内して歩けば文化道になる

最上川全線を歩いて

街道は︑ただの山道です︒で

果たさないままでいたところ︑ を達成しました︒

としての六十里越街道です︒

人と人とがつないでいく
これからの六十里越街道

の道﹂をテーマにこれまでの

て︑踏み込んだ議論が展開さ

催されました︒
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東北芸術工科大学大学院長
東北文化研究センター所長
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パネラーの方々

ながら︑末永くこういった事
業が続けていけるように︑そ

名︒無事に山形市から鶴岡市
まで歩くことができました︒

県民からの参加者三十名で︑
ずっと毎年のように最上川の
き込んでいければと望んでい

していろいろな世代の人を巻

その歴史や文化といったもの
ます︒ご協力をお願いします︒

私の方の専門は情報なので︑

コウォーク﹂という短い区間
を深く語ることはできないで

全線を歩き︑ここ二年間は﹁エ
を最上川の環境保全︑不法投
すが︑ぜひ今回参加していた

できることから一歩ずつ

棄をしないよう訴えたりしな
でいらっしゃっている皆さん

がら歩いています︒毎月一回︑ だいた皆さん︑それから来賓
隣接する町道︑県道︑国道な
小関

今
―日のフォーラムで

は︑この六十里越街道の価値

坂先生と張先生のお話を聞い

もそうですが︑それぞれの立

て︑もう私は充分に満足して

場で︑それぞれの思いで可能

もともと現代社会は︑情報
います︒これまで私が︑いく

どのゴミを三十名くらいで四

通信が発達して︑情報社会と
ら六十里越街道の魅力を話し

㎞から十㎞と集めながら︑命

言われますが︑先ほどのセッ
てもダメだったものですから︑

を確立していただきたいとい

ションでもあったように昔は
今日︑赤坂先生と張先生にき

性にかけていただきたいと思

人自体が情報の塊だったので
ちんと確立していただいて︑

の源泉である川の大事さを訴

す︒道という通信回線をたど
大変ありがたいと思っていま

う思いがあって︑先ほどの赤

ってきて︑その人が持ち寄る

います︒

堀
情報を宿場町︑それから留ま

え︑地域の方に自分たちの川

足掛け六年ぐらい︑いろいろ
す︒

を大切にしようと働きかけた

な形でお付き合いをしていま
る場所でいろんな交流を経て

が︑まずその可能性にかけて

るとは思っていなかったです

だけ多くの人数をかけてやれ

行程をかけて︑さらにはこれ

は︑まさか一週間という長い

らやってきました︒その当時

二年前︒先生と相談をしなが

こうと思ったきっかけが︑約

張先生と六十里越街道を歩

必ず実現すると思います︒で

いと思います︒思い続ければ

現への可能性にかけていきた

いけるような豊かな社会の実

夢やロマンに向かって歩いて

す︒歩くという速度は遅いけ

は非常に薄い情報だと言えま

す︒今のインターネットなど

情報を媒介していったわけで

ている方々︑我々は︑そうい

しい中でもがんばって暮らし

人はどうしたら良いのか︒苦

ます︒しかし︑出ていけない

ろいろな人と語り合いながら︑ どんどんと人が出ていってい

れども︑非常に密な情報をい

った人のためにもがんばらな

問題も出てきています︒今も

な部分として︑限界集落等の

て︑八年になります︒基本的

会は平成十二年に発足しまし

私どものアルゴディア研究

西川町さんとはここ︑
―

街道が持っていた力

りしています︒

す︒

みました︒張先生が国のオー

きないことはないと思います︒ ければいけない︑がんばった

いと思っています︒

コミュニティを創っていきた

成果だと思っています︒

街道祭の実現に向けて

なで考えるというこのスタン

のですから︑一人の夢をみん

す︒夢は一人では実現しない

状態なのではないかと思いま

な姿が地域連携学の理想的な

ます︒ある意味︑今日のよう

連携学が成立すると思ってい

とき︑その瞬間に︑この地域

十里越街道の価値を共有した

県︑市︑町の全ての人々が六

ていますが︑私は常々︑国︑

域連携学﹂ということになっ

今日のテーマとして︑﹁地

う機運が高まり︑国や県の関

かつての道を復元しようとい

というわけではないですが︑

した道を平成の六十里越街道

れたり︑消失してしまったり

は寒河江ダムや国道で寸断さ

そんな中で︑本道寺地区で

に歩いていただいています︒

六年ほどの間に︑相当の方々

うなことも行っており︑この

街道を実際歩いていただくよ

にお出でいただき︑六十里越

ました︒よそからも多くの方

きて︑少しずつ形になってき

いろなことをこれまで行って

いう話をしている段階です︒

区で四〇〇年祭をやりたいと

たことから︑志津や本道寺地

〇〇年になります︒そういっ

と︑二〇一一年が生誕から四

のことで︑そこから計算する

になった︒それが一六一一年

津地区に口留番所を作ること

ちょうどその中間にあたる志

が山賊に襲われるという事件

頃に︑六十里越街道で修験者

原の戦いの混乱が残っていた

〇六年︑世の中ではまだ関ヶ

いて少し説明しますと︑一六

志田

成田

す︒

にしていきたいと思っていま

十里越街道をこれからも大切

すので︑そういう意味でも六

は距離があり過ぎることから︑ そういう場所だと思っていま

が起こり︑湯殿山と砂子関で

町︵現鶴岡市︶と旧朝日村︵〃︶

いメッセージが返ってくる〟

立っていただければ本当に深

間なのですが︑
〝思いを持って

もそこには何もない景色や空

したが︑まさに六十里越街道

か﹂といった話をされていま

て迎え入れることができます

う旅術に長けた人をどうやっ

ますか﹂︑そして︑﹁そうい

﹁イメージを持つことができ

ョンできますか﹂あるいは

人が最後に報われる︑そうい

プンリサーチ事業の補助を受

った地域づくりをしていかな

皆さんのご協力をいただき

けて︑結果的に係わっていた

ければという思いから六十里
志田

だいたのが︑トータルで三十

越街道を起爆剤としてやり始

六十里越街道にこれ
―

スをみんなが貫けば︑叶わな

係部署にお願いして︑寒河江

まで地元として関わり︑いろ

いことは何もないという思い

ダム周辺の道を作り直すなど

の境に位置する地域で︑六十

めたわけです︒

でこのことをやっていますの

ここ二年から三年の間で形を

志津の成り立ちにつ
―

で︑今日参加された皆さん一

の動きが始まっています︒

きることから一歩ずつ︑一人

て︑地域に誇りを持って︑で

され︑実際に作業などにも参

の方々が︑我々の動きに共感

没し︑移転された砂子関地区

昔︑ダムの建設によって水

と思っているところです︒

プレゼンテーションできれば

越街道祭という形で皆さんに

作り︑協力を得ながら六十里

会の活動を始めたきっかけと︑

松根地区六十里越街道を守る

山の入口にあたるところです︒

里越街道の鶴岡側から行くと

松
―根地域は︑旧櫛引

後世に伝えていくために

人ひとりが気持ちを一つにし

の人が百歩進む必要はないの

加していただいています︒さ

これまでの経過を申し上げた

ですから︑みんなが行動する

いと思います︒

いたように︑その何もないと

赤坂先生が雑誌に寄稿されて

も金にならないということも

あったが︑木材に手をかけて

払いして管理してきた時期が

地域で自らの道路などを刈り

た︒こういったこともあって︑ ところに立ったときに︑以前︑ ほど前の平成元年頃で︑昔は

のは何もないような景色にな

念願だった本道寺地区から六

ころに立った時に︑﹁貴方は

らに宣伝もしていただいて︑

一瞬︑六十里越街道という
という哲学を持つことが大事
だと思います︒
すが︑行動するということが

十里越街道を歩けるというよ

どういうふうにイマジネーシ

活動が始まったのが二十年
できないのです︒地域のコミ

うなことにも道筋が見えてき

るのですけれども︑そういう

ュニティの中で︑人と人が話

ました︒地道に活動してきた

活動に広がりもできてきまし

し合ったり︑励まし合ったり

考えることは誰でもできま

しながら行動していくという
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小野寺良寛氏
憲作氏
竹田
吉一氏
今野
清人氏
堀

六十里越街道
山船頭人協会
道智道研究会
最上川故郷ミュージアム
地域情報総研
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すた

道のすばらしさを関係者が創
っていくべきではないかと思

いずれにしても六十里越街
道は特に関東︑中でも最大の

そういった伝承を集めながら︑
道智道を通して歩いてみたい

がら︑次の世代に残そうとい
うことで活動してきたのが六

あり︑山道等がだんだんと廃
れていって︑草や雑木に覆わ
っています︒

を中心に︑大きく六十里越街

ステージである千葉県の方々

それから道智上人が生まれ

という希望をもっています︒

そして︑二︑三年前に松根

十里越街道を守る会です︒

活動を内外に発信

に完成の予定です︒今年度︑

里越街道の︶歩き方は来年度
かと思っています︒

につながっていくのではない

ことによって︑六十里越街道

川町などの有志の方々と歩く

流の碑というものがあります︒ ターネットというものがある

うど福島県との境に最上川源

高台にある西吾妻連峰︑ちょ

所あります︒最上川の源流の

それからもう一つは︑張さ

あると思います︒今ではイン

なります︒見せ方はいろいろ

それがすなわちアーカイブと

たいと思っています︒
ます︒一つは︑現在の鶴岡公

緒に考えてみたいと思ってい

せて二つのことを皆さんと一

域の方々や︑いずれは外国の

が六十里越街道であれば︑地

の道程の中心となってくるの

信仰の最大の砦︑出羽三山へ

文化遺産であり︑そして山岳

いろいろな方に知っていただ

の発信をやらせていただいて︑

イブ中継なども含みで︑情報

したが︑ぜひ︑こういったラ

ということになってしまいま

材等の関係で来年に持ち越し

したのがライブ中継です︒機

加していただきたい︒こうい

興味︑関心などを引いたら参

性があるのです︒今︑いろい

億円が戻ってくるという可能

見れば︑百万円を投資して一

ントを見出して︑六十里越街

なと我々は考えています︒互

になって︑線で結んでみたい

なことを地域の人たちが一緒

旧道を図面に残すというよう

きたいと思います︒それから

返ってくるような費用対効果

ら︑百万円出したら二百万円

と動けない状態なものですか

方はきちんとした担保がない

批判ではないですが︑行政の

めていくかという点で︑行政

的な部分でどういうふうに進

います︒しかし︑これを経済

まっていくことは目に見えて

小関

思います︒

して確立していただきたいと

っていただいて︑公的な道と

値として認められるものを作

らかの形で先生方から史跡価

が惜しい〟︒山を降りてから

思うと︑〝その歴史ある街道

はないものになってしまうと

り︑山道だけがあって︑あと

ます︒こういうものがない限

してみてはどうかと思ってい

しまうので︑集落の図面に残

が︑集落に入るとなくなって

山道だけは歩くことができた

ってしまった︒歩いてみても

ところや集落内の道はなくな

まり変わりなかったが︑田の

その当時︑峠の方の街道はあ

時点に一回戻して考えてみた

成田

階だと思っています︒関心を

け︑物語を紡げるかという段

越街道を歩いてもらう動機づ

て︑次の段階として︑六十里

ています︒それではどうやっ

きているし︑地図も用意され

けるような状態に一応なって

どなたがいらっしゃっても歩

が︑今はある程度整備が進み︑

いうことを言ってきています

とで︑ルネッサンス運動だと

のあるものにするかというこ

らせるか︑我々の生活に意味

越街道を︑どうやって今に甦

から大規模圃場整備が行われ︑ で落ち込んでしまった六十里

いと思います︒昭和四十年頃

持っていただいているお一人

志田

廃
―道に近い状態にま
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れるようになってしまい︑年
に一回の刈り払いをしていま
道に呼び込むということが必

せっかくの機会ですので︑

たときというのが︑だいたい

共通の情報をアーカイブして

塾という塾が開設され︑地域

す︒しかも︑県内にも三百を
いく︑もちろんこれまでもあ

した︒その当時︑我々は六十

超す湯殿山碑があり︑出羽三
ったと思いますが︑広域的に

要だと思います︒なぜかと言

足利将軍義光の時代になりま
山の奥の院である湯殿山が︑
連携していく中で︑共通︑そ

今から六百年前です︒六百年

す︒六百年前に道を切り開い
根深く我々の生活を見つめて

の五十歳から六十歳くらいの
私からは二つほど提案
―

て︑今もなお︑続いていると
いるのです︒
して共有がキーワードになっ

里越街道の名前すら知りませ
堀

て研究をしながら︑文化遺産

道だということを後で知って︑ の歴史などの活用などについ

いう道智上人の事跡というの

てくると思うので︑そういう

えば︑千葉県には三桁を超え

として後世に残していこうと
を改めて確認しながら︑我々
さらにもう一つは︑例えば
活動が重なるにつれて︑増え

前というのはどういった時代

一回歩いてみようと仲間と歩
いう活動もしています︒
の目で見て歩いてみたいと思
最上川全線の中に︑平成九年
ていくような記録の取り方︑

人たちで構成しています︒こ

いてみたら︑きちんと管理す
赤坂
っているところです︒それが
イントというのが全部で十カ

に山形県が制定したビューポ

んでしたが︑大網という地区

れば通れることがわかったわ
お話をありがとうございまし
できれば︑今日のテーマにも

したいと思います︒

けです︒これが六十里越街道
た︒ここでお一人ずつ具体的
なっていますが︑白鷹町や西

かというと南北朝が統一され︑ る湯殿山碑が存在するからで

であるなら︑きちんと整備を
なご提案をいただきたいと思

の中で︑六十里越街道や地域

して︑こういった道があると
います︒

へ続くその道が︑六十里越街

いうことを後世に伝えていき

示
―唆に富んだ貴重な

たい︑子どもに伝えていきた
一回歩いてみようということ
山形から鶴岡︑来年度は鶴岡

んが来年のことを言いました

いと考え︑地域に呼びかけて︑ 張
で歩いてみました︒
から湯殿にお参りして︑さら
ューポイント︑通称﹁最上川
が︑今年ちょっと試みようと

今
―年度実施した︵六十

そして︑この六十里越街道
に月山を踏破して山形へ帰る
ビューポイント十景﹂です︒

そのままの形で残すために︑
的な味わいを支えたのが道智

竹田

方々を含めて︑どこの風景が

ので︑それを共同で作れるよ

を次の時代に財産として残そ

県内最大の自然遺産であり︑

刈り払いぐらいはして人の歩
園が鶴岡側の出発点だと言わ

すばらしいのか︑ビューポイ

私たちが六日間歩き
―

ける道路にしようということ
か全コースが歩かれていない︒ れていますが︑山形までの全

道だと思うのですが︑なかな
線︑百㎞近い道程の中に六十

うになればと思います︒

うということから︑地域の公
というルートを提案したいと
通して︑最上川と照らし合わ

今野

でやってきました︒その後︑

里越街道と標記されている看

そこから酒田河口のスワンパ

民館活動の中で取り上げ︑年
ら見える月山を考えてもらい

思います︒それぞれの角度か

六十里越街道ということで世
ろいろな事跡︑伝承がそれぞ

それから道智上人に関するい

ークまでの間に設けられたビ

一回︑二回の刈り払いをしな

来訪者を意識した整備を

がら︑昔からあるこの街道を

の中で大きな取り上げ方をし

六
―十里越街道の宗教

ていただいたこともあり︑こ

うことをご提案できたらと思

いにそうしたことを描こうと
する努力︑後世に残そうとす

ろな人が関わりあって︑六十
ますけれども︑きちんと外部

る努力がなければ︑今のよう

里越街道を盛り上げてきてい

公的な価値が必要

うようなことになってしまい

に〝前はここにあった〟とい
ます︒互いに線で結んで︑後

りお金が必要になってくるの
です︒そういった点での演出

世に残していけたらどうか︑

小野寺

も地域で考えていかなければ

先
―ほど六十里越街

道はただの山道だと言いまし

と思っています︒

がないと予算が組めないので

直線で鶴岡へということでは

考えます︒

これが大事なのではないかと

たが︑もう一つ意味がありま
いうことです︒地図になく︑
公的な道でないのです︒です

す︒でも︑今の六十里越街道

なくて︑例えば︑弘法の渡し

から︑ぜひ文化遺産なり︑何

云々に関しては︑百万円突っ

お一人がご自分の物語を紡い

街道に物語を

込んでも︑まだ一円も戻って

から赤川を越えていくような

ここまで来ると︑広
―

きていない︒しかし長い目で

六十里越街道の前の
―

地域の力で街道を線に

す︒それは︑本当の山道だと

に伝えていくためには︑やは

っています︒

れの市町村にはあるのですが︑ 板がないことです︒

（ちゃん てそく）
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ういった財産を地域で守りな

パネラーの方々

2008 六十里越街道広域連携フォーラム・パネルディスカッション

地域連携学としての六十里越街道の展望

がある︒そのためには︑私は
今日の話を聞いていて感じた

その線で結ぶということが提
携とか︑連携という言葉につ

に︑もっと大きなもの︑深い
もの︑広域的に物事を見据え
ことは︑竹田さんが伝承を含

でいただけると︑さらに広が
りが出てきて︑いろいろな人
ながっていくのだろうと思い

いかと思っていますので︑皆

な動機づけができるのではな

源が次世代にどのように還元

ます︒広域的な共有すべき資

ことが順番的に妥当だと思い

共通認識や基盤を定めていく

残すためには︑残念ながら︑

後にまでこの六十里越街道を

つまり︑街道を守る︑百年

その情報として共有していく

道筋で見たことを︑きちんと

の先に行くために歩いたその

さらに︑その歩くということ

めて︑道智道を歩く︑そして

た戦略的なことをするには︑

さんのお力をいただきたいと
その傍らにある小さな村の力

ます︒

が歩いてみたいと思えるよう

思っています︒
できるかというプランを作る

小関
の街道文化遺産の確立を課題

くと思います︒具体的な︑こ

具体的なものに実を結んでい

いろなアイデアが芽生えて︑

うえで︑固い基盤の上にいろ

村の人たちだけで守れるわけ

で︑高齢化する︑過疎化する

道普請や刈り払いといった形
う方向に広まっていかないと

できなければ︑道を守るとい

ごく楽しくても︑それを共有

という現実にぶつかっている︒ かないと︑歩いた人たちはす

だけでは残すことができない

思います︒

ような仕掛けづくりをしてい

ているのが︑今年すでに三千
ではない︒かといって︑金を

百年後を見据えて

人近い方々が六十里越を歩い
として我々もがんばっていき
入れれば良いのかという発想

私が今︑一番心配し
―

ていらっしゃって︑中には自
たいと思っています︒

たが︑遺産登録などもして︑

ています︒先ほどもありまし

いかなければならないと思っ

り考えなくてはならない︒つ

れていくということを︑やは

ばかりが残って︑村の道が寂

常におもしろかった︒山の道

赤坂

たな結として創り出すことが

仕掛けづくりというのを︑新

道を守り︑伝えていくための

人たちを呼び込むような形で

込むとか︑子どもなど地域の

がら︑例えば若い学生を巻き

て︑村と村とを線でつなぎな

い︶のようなものを村を越え

それが六十里越十景かもしれ

のビューポイントを選んで︑

ていただいて︑六十里越街道

そして︑山形県民にも参加し

がある︒それにはお金がいる︒

標なり︑看板なりを作る必要

一つは今野さんが言われた道

る︑その先に何があるのか︒

める︑そして実際に歩いてみ

そういう意味で︑伝承を集

実際に歩いてみる

しっかりと百年後にも残せる
まり︑街道を守ってきたのは
できないか︑そういう知恵を

ないし︑三十景かもしれない︒

えば︑道を守る新たな結︵ゆ

とはしたくない︒そしたら例

転車で行かれたなどという方
もいるようです︒経済も大事
ですが︑今後は街道を守ると

ような街道計画というような
村なのです︒その傍らに村の
出していく必要があるのでは

そういうことをたくさんの人

道を守る新たな結

ものをやっていかなければな
人々の暮らしがあり︑生業が
ないかということを感じてい

いうことも同時進行でやって

らないのではないかと思って
あるからその道を守ることが
ました︒

小関会長がおっしゃったよう

少し我慢していただいて︑今︑

たくさんあると思いますが︑

うした方が良いなどの提案は

張

だと思います︒ですから︑大

ようなことができる時代なの
中で話をした︑開かれた六十

います︒張さんが基調対談の

っしゃいました︒おそらく︑

れを後世に残したいのだとお

を成田さんは線で結んで︑そ

には︑何が可能なのか︒それ

マというのを一歩進めるため

六十里越街道を共通の資源・財産として

外に向けて発信していく必要

物語をきちんと創り︑育てて︑ 情報を蓄積しつつ︑広めてい

が︑道は物語であると︑その

ーワードとして出てきました

そして︑そのためには︑キ

思いました︒それが広域的な

ていく必要があるのだろうと

を巻き込んだ運動としてやっ

そう考えると︑今日のテー

成
―田さんの提案は非

いるところです︒
できたのです︒

文化遺産の確立が課題

ながっていくのではないかと
里越街道︑もう一つの道︑い

い
―ろいろな分野で︑こ

思います︒
きな地図を共有しながら︑た
くつもの道というものが浮か

最後に︑これからも共通の

したけれども︑インターネッ

ライブ中継という話もありま

同時進行的にできる︑例えば

言葉がとても印象に残ってい

し︑百年後の街道計画という

道をいかに守るかにつながる

を抱いています︒それこそが

そういう漠然としたイメージ

いる道である︒だからこそ︑

なぐということを役割として

う意味で︑街道というのはつ

はないかと思います︒そうい

産として認知されていくので

形県民の大切な財産︑地域遺

その歴史と存在を顧みるこ

政治を支えてきました︒

であり︑時には軍路であった

信仰の道であり︑物流の道

ました︒︵左写真／協働宣言

代︑時代の人の暮らし︑生活︑ され︑二日間にわたって開催

この六十里越街道は︑その時

を宣言するアルゴディア研究

西川の代表三名によって宣言

誓ったこの協働宣言が︑鶴岡︑

道を軸に︑より一層の協力を

﹁協働宣言﹂

くという堀さんの提案にもつ

そして︑これはホームペー
くさんの人たちの情報が︑そ

六十里越街道広域連携

ジにも展開して︑今はどうし

トを使えば我々の時代にやり
ますが︑百年後に生きる世代

その道によってつながれた人

とは︑時流が大きく変遷する

ても印刷媒体に頼っているが︑ の地図の上に重ねられていく︑ び上がってくるとしたら︑山

やすいツールになってきてい
への贈り物として︑今我々に

たちが︑新しい結を創り出し

資源︑財産である六十里越街

るということもあるので︑そ
できることを考える大切な手

十里越街道を守る会・成田会

委員長﹇中央﹈︑松根地区六

越街道保存推進委員会・志田

会・小関会長﹇右﹈︑六十里

されたフォーラムが閉会され

こも踏み込む必要があると思
立てになっているのではない

同時に︑ネットだけでは情

街道が︑実は村の道ではな

が少しずつ形になっていく︑

皆さんからいただいた提案

互いの心の峠を越えあうこと

峠を越えることだけでなく︑

語り合う営みは︑単に街道の

が︑互いに交流しながら歩き︑ 長の三名︒︶

街道沿線で生活する私たち

いでしょうか︒

います︒
かと感じました︒

るかもしれないと感じていま

いということが一つの大切な

した︒

に認めてもらう努力をしなが

条件になっていると思います︒ それがまた次のステージにつ

地域と地域をつなぐ街道

地域振興のモデルを提示でき

現代において︑私たちの新た
ながら︑六十里越街道から広
がっていく新しい地域づくり︑ な羅針盤となりうるのではな

報がなかなか広く伝達されな
いということもあるので︑小
野寺さんも言われた史跡の価

ら︑それをきちんとガイドマ

値というものをきちんと公的

ップとして作っていく必要が

であり︑新たな価値観の創造

私たち鶴岡市︑西川町の二市

ながっていく大きな力になっ

関わっている人たちができる

町は︑改めて︑﹁六十里越街

街道は村と村とを︑地域と地

地図が共有され︑道智道とか︑ すから︑小さな閉じられた村

ことをやっていく︒予算がな

あるのではないかということ

最上川道とかが交差していく︑ や町に暮らす人たちだけでは

ければできないというのはど

と広域文化圏の胎動を表わす
ていくと思いますので︑ぜひ
提案を言いっぱなしではなく︑ ものと確信致します︒
守ることはできないと思いま

域とをつなぐ道なのです︒で

す︒

を言われましたが︑そういう

そしてさらには︑その傍らに

六十里越街道の沿線にある︑

ある村の道も︑その掘り起こ

してみんなが自分たちが歩い

を巡る地図ができあがる︒そ

く︑それによって街道と道と

しの中で地図に書き加えてい

道だということが︑これから

さんの外なる道にも開かれる

そして関東にまで広がるたく

それから︑この六十里越街

そういう時代なのではないか

いないと私は思います︒今は

ちにお金を出したくなるに違

山への信仰の中で︑東北一円︑ そうしたことをやっていくう

道というのは湯殿山や出羽三

と思っています︒

に宣言します︒

体を築いていくことを︑ここ

道﹂を共通の資源︑財産とし
うかと思います︒予算がなく
てもできることはあるはずで︑ て捉え直し︑共有し︑行政区
を越えて︑歴史と文化の協働

た情報を書き込んでいくこと

大切になるのではないかと思

平成二十年十二月十四日
図がどんどんと広がっていく

によって︑その共有される地

❽
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私と西川町

伊藤

仙台市太白区在住

隆夫

宿に帰れば温泉に入り︑美
門に置かれていたが︑明治初

山形県湯殿山麓本道寺の山
ら読者に届くまでの工程等々

河北新報社では新聞の取材か

や︑雪の中での宝探しでは︑

翌日のスノートレッキング
これを譲り受け︑明治三十八

ルの先々代大泉梅太郎社長が

め弥勒院に移され︑仙台ホテ

年の戦火により本堂焼失のた

る姿を見ているのも微笑まし

いながら︑食事代の計算をす

グ方式の食堂での昼食に戸惑

途中︑宮城県庁のバイキン

できたことを感謝いたします︒

を若い生徒さんとともに研修

援団の阿部会長のことを故佐

今から十数年前︑西川町応

宮湯殿山神社に安置されてい

は百三十年振りに古里の口之

のように西川町の皆様と接す

お世話になり︑それが縁でこ

でいろいろな昔の話の中に︑

く
を描
うず
に
よう

最後に手首も。

手は必ずせっけんで洗いましょう。

ことでした︒

戊辰戦争︑大東亜戦争と二

な中で感じたのが︑もう少し︑
男子生徒の活力を出してもら

させていただき︑なかなか一

二年生の仙台研修の手伝いを

昨年︑今年と西川中学校の

成︑そして激変の今︑本物の

ます︒時の流れも昭和から平

応援していきたいと考えてい

私も今後︑少しでも西川町を

度の戦争にも焼失せず︑現在
そして︑七夕祭りの交流会

いたいということでした︒

これからの時代は地域力︑

人では見る機会のないハイテ

西川町の豊かな輝かしい未来

住民力が問われると思います︒

クのＮＨＫの放送現場でテレ

ビの映像ができるまで︑また︑ をお祈り申し上げます︒

今回は沼山第二町内会の板
坂すへよさん︵九十二歳︶を

お元気の秘訣は﹃たくさん

者が来てくれるそうです︒
の友達とおしゃべりし︑情報

て沼山に嫁ぎ︑七十年近い歳

すへよさんは間沢で生まれ

飛ばす﹁強さとやさしさ﹂が

らは︑これまでの苦労を吹き

こと﹄と語る穏やかな笑顔か

好き嫌いなくなんでも食べる

ご紹介します︒

月を︑家族と共に農業に従事

交換すること﹄﹃家族と一緒に︑

しながら暮してきました︒

すへよさん︑これからもす

伝わってきます︒
てきな笑顔でお元気にお過ご

すへよさんの一日は︑毎日
欠かさないという朝の体操で

しください︒

始まり︑規則正しい生活を送
っています︒
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味しい夕食︑女将さんとの話

子どもも大人も一所懸命で大
年に仙台ホテルを四階建洋館
いものでした︒

に花が咲きました︒

水道管の埋設は︑雪の中での

堂を作り安置していた︒

に改築した際︑玄関西側に御

藤正明収入役︵当時︶に聞き︑
西川町に由来のあるＪ Ｒ仙
ることを心から喜ばしいこと
る機会を作っていただいた

この二年間の感想として︑

微力ながら︑力になれればと
台駅前にある仙台ホテルの
だと思いました︒過去何度か
方々の近況を聞くと︑ただた

その後︑平成二年仙台ホテ

友人を募って大井沢に一反歩
﹁守護神﹂として親しまれて
仁王像を在仙応援団の皆様に
だ残念でなりません︒

素朴で実直なすばらしい生徒

四十三年創設の簡易水道施設

の休耕田を借り受け︑そば播
きた一対の仁王像との面会も
見てもらいたいと︑西川町と

さんだと感じましたが︑そん

の建設のときからで︑今でも

きをし︑大井沢で十年間そば
想い出のひとつです︒私の同
深い縁のある仙台ホテルで応

ルの故大泉信太郎社長に大師

お世話になっている古澤勝廣

打ちを楽しみました︒これま
郷の友人が仙台ホテルと関係

か不思議に思い︑ロビーにあ

像復帰をお願いした︒ と
―の

氏が私の勤務していた会社で

でに多くの友人が西川町の山
があり︑最初に仁王像を見た

志津で行われた月山冬源郷
る由緒書を読んでみると ―

す︒なぜ仙台ホテルにあるの
の第三回目に参加しました︒
当時は参加者が少なく︑高さ
三メートルの﹁かまくら﹂の
中での﹁雪見酒・月山冬源郷﹂

一︑制作年代 ･･･
江戸初期
不明
二︑作者
･･･
十ｍ
三︑身長 ･･･
一体一五〇㎏
四︑重量 ･･･

︻其の三十九︼ 板坂すへよさん
︵沼山第二︶

おた
しく
ゃさ
べん
りの
が友
若達
さと
のの
秘
訣
！

﹁佐藤章氏﹂の資料より

秘
訣

をいただき︑スノーモービル

とで感染してしまうのです︒
インフルエンザウイルスも同

Ȝ

に乗ったりしました︒

のどの痛み︑熱︑鼻水︑く
しゃみ 風
…邪は誰もが一番よ
じです︒手や物についたイン
フルエンザウイルスは︑感染

の秘
寿

くかかる病気といっても過言
ではないでしょう︒風邪の八

また︑ウイルスは咳やくし

す︒

する力を二十四時間も持ち続
〜九割はウイルスが原因で︑
成人では平均一年に二〜三回︑ けます︒ですから︑手洗いは
感染予防の基本となるわけで
子どもでは五〜六回も風邪ウ
イルスに感染するといわれて
います︒

咳︑くしゃみで︑約十万個の
ウイルスが︑二〜三メートル

ゃみで飛び散ります︒一回の

の範囲に広がります︒空気中

では︑この風邪ウイルスは
うか？もちろん︑くしゃみや

に散らばったウイルスは︑人

どうやって感染するのでしょ
咳でも感染しますが︑意外な

ののどにくっつく機会をうか
がっています︒うがいも手洗

ご Ƚɋɦ
長
！

たしました︒

研修︑勉強していました︒

紫水明に惹かれ︑リピーター

169

ことに〝 手 〟からの感染が一
番多いのです︒鼻をかむ︑くし
︒こ
ゃみや咳を手でおおう …

いと同様に︑感染予防のため
の時︑ウイルスが手にたくさ
ん付きます︒その手で手すり︑ にはとても大切です︒

親指も忘れずに。

すへよさんには老若男女の

秒
各５

いきいきと生活しているご

秒
各５

お茶のみ友だちがたくさんお
指の間も挟むように。

長寿さんを紹介し︑お元気の

ぜひ家族みんなで︑今して
ドアの取っ手などを触ると︑
ウイルスが付いてしまいます︒ いる手洗い︑うがいの方法を
確認してみて下さい︒

爪の間は念入りに。

そこを触った別の人が︑鼻や

５秒

り︑毎日話し相手となる訪問
手の平をよくこする。 甲は伸ばすように。

秘訣をお聞きします︒

秒
各５
５秒

昔の六十里越の狭い道への

になっているのではないかと
援団の総会を開催したことも

PART

思っています︒

ときの圧倒されるような迫力︑

名を超える大人数になり驚き
の宴会をした楽しい毎日が走
馬燈のように想いだされます︒ ました︒担当者︑地域の皆様
の地道な努力の賜物と感激い

喜びでした︒それから三年連
作業ということもあり︑非常
に大変でしたが︑豪雪の中で︑ 続で参加させていただきまし
たが︑年々参加者も増え︑百
地域の皆様との兎肉︑熊肉で
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ありました︒

私と西川町の出会いは昭和

2009.1.1
応援団発

感動は今思い出しても新鮮で

▲西川中仙台研修の折（右側が伊藤さん）

いよいよ冬本番。寒さと一緒に、風邪や
インフルエンザなどの感染症もはやる季節
がやってきました。新しい年を元気にスタ
ートするために、今回は、ぜひ覚えておき
たい正しい手の洗い方をご紹介します。

ߵকから
まちの

口のまわりを無意識に触るこ

いは？
効果的な手洗
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お元気ですか？

やぎ座生まれ／２２歳／綱取

▲

突然の来訪者にも穏やかな
表情の優斗くん。

生涯学習の
ƻ
Ƃƿ

ǆ

ひろば
親子編

十二月十三日午後一時より︑
中高生ボランティアサークル
﹁くれよん﹂による﹁クリス
マスパーティ﹂が行われまし
た︒
町内小学生四十五名の参加
があり︑お兄さんやお姉さん
とゲームをしたり︑プラスチ
ックの板からキーホルダーを
作ったりと︑楽しいパーティ
となりました︒今回はゲーム
に自己紹介を入れ︑小学校が
違ってもみんなが仲良く楽し
クリスマスパーティの内容

むことができました︒
は︑
・﹁キーホルダー作り﹂
・﹁ゲーム︵体育館︶﹂
・﹁パーティ︵ケーキ・ジュ
ースなど︶﹂
と︑半日の中でもいろいろな

中高生ボランティア
サークルくれよんでは
毎年いろいろな活動を
行っています︒ボラン
ティアと難しく考えず︑
自分にできることから
楽しく参加していきた
いという考えで活動を
続けており︑現在メン
バーを募集中です︒
中高生で﹁くれよん
クリスマスパーティ﹂
に参加したことがない
という方 ！くれよんと
一緒にボランティアを

西川交流センター事務局ま
でご連絡下さい︒

べてメンバーが考えて実行し

︵電話・七四 三
― 一三一︶

ており︑どうしたらもっと楽

この本は︑息子が誕生し
たときに私の友だちがプレ
ゼントしてくれたものです︒
息子の登生︵とうい︶は
小さい頃からこの絵本が大
好きで〝ねんね〟のときに
この絵本を読んであげると︑
泣いていてもいつの間にか
眠ってしまい︑登生にとっ
ては子守唄のような絵本で
した︒
他にも﹁いないいないば
ああそび﹂や﹁こちょこち
ょあそび﹂など︑このシリ

ーズの本が大好きで︑大き
くなって少し言葉を話せる
ようになってくると﹁わん
わん﹂﹁にゃんにゃん﹂や
﹁いないいないばあ！﹂と︑
反応も成長するにつれて変
わり︑成長を身近に感じる
ことができました︒
これからもたくさんの絵
本を読んであげて︑登生に
とって思い出に残る一冊を
できるだけ多く︑二人で見
つけていけたらいいなと思
います︒

作／木村裕一
出版／偕成社

﹃いいこでねんねできるかな﹄

工夫を凝らしています︒

しんでもらえるのかと︑毎年

活動を行いました︒内容はす

くれよんのメンバーを募集中です！
してみませんか？
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紘実さん
（海味）

▲新たに優斗くんが加わった
佐藤さんご家族と近松町長。

昨年の春から西川町役場の職員として働いてい
ます。配属先は建設水道課です。主に公園管理を
はじめ、道路占用や建築確認等の仕事を担当して
います。最初は右も左も分からず、周りの先輩職
員の皆さんに教えてもらいながらですが、ようや
く最近慣れてきたように感じています。
これからも社会人として初心を忘れることなく、
町民の皆さんの期待に応えていけるよう頑張りま
す。
★性格／几帳面
★趣味／スポーツ観戦（格闘技・相撲）
★理想の女性／料理が上手で家庭的な人

ティア
ボラン クル
サー
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第三子以降のお子さんを出産されたご夫妻
に対して行っている子育て支援金支給事業の
29番目の該当者となられた佐藤実さん、静香
さんご夫妻（間沢）に12月14日、近松町長が
佐藤さん宅を訪れ、町からの祝い金10万円を
お贈りしました。
昨年９月、家族の新しい一員となった元気
な男の子 優斗（ゆうと） くんは、2,975ｇ
で誕生。安産だったというこのたびのお産を
振り返る母親の静香さんは「健康にすくすく
と育っている」と、順調な優斗くんの成長を
喜んでいました。
また、父親の実さんも「まずは、素直で元
気に育ってくれればいい」と、４人の子ども
たちへの気持ちを話して下さいました。
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青の

すくすく育ってます！
すくすく育ってま

Hello!
チ ャ ッ

協働通信 vol.37
情報の共有をめざして!

ク で す。

※チャックさんの出身地は
映画で有名なハリウッドがあるアメリカ合衆国のロサンゼルスです。

昨年十月末に設立された西

ものの︑全国各地で地域づく

催という移動の負担はあった

たみなさんは︑遠隔地での開

全国の地域づくりの取り組みを学ぶ

川町地域づくり検討委員会の

りに奮闘する仲間たちの熱意

地域リーダー研修会に参加して

の﹁地域再生を担う人づくり

メンバーが︑国土交通省主催

に直接触れることができ︑大

なお︑本町の取り組みに関

支援・地域リーダー研修会﹂

しては︑講師の一人である岡

変充実した研修だったという

む西川町地域づくり協議会の

田秀二氏︵岩手大学教授︶か

感想を述べられました︒

取り組みについて同省の補助

これは︑同検討委員会を含

事業を活用している関係で︑

ら︑次のような評価をいただ

に参加しました︒

全国各地の地域づくり組織の

いています︒

西川町は国内でも早くから

みなさんが一堂に会し︑各地

の取り組みや課題等について

地域づくりに取り組んでいる

たことに気づき︑その解消の

意見交換を行うとともに︑成

ための取り組みを開始したと

町として認識している︒そう

十一月二十六日︑二十七日

理解している︒その内容は極

果を導くための方法とネット

に鹿児島県徳之島町で開催さ

めて﹁まとも︑オーソドック

いう地域づくりの歴史を持つ

れた西日本の研修会には︑後

ス﹂で︑単年度で何とかしよ

町だからこそ︑これまでの戦

藤則男さん︵睦合︶が参加さ

うとせず︑﹁無理をしない︑

ワーク社会における地域リー

れ︑十二月四日に北海道の下

慌てない﹂ことが逆に優れて

ダーの役割等について研修を

川町で開催された東日本の研

いると思う︒また︑地域の課

略や戦術が効かなくなってき

修会には荒木俊男さん︵沼山︶︑

灯油代五千円を助成します

申請が
必要

です︒
平成二
十一
二月二 年
十
七
日㈮ま
で

一時︑異常なまでの高値で推移していた原油価格
も現在︑四年前程の水準にまで落ちついてきていま
すが︑町では高齢者や低所得者世帯等の負担軽減を
図るため︑一定の条件を満たした方に灯油代の一部
として︑一世帯あたり五千円を補助する制度を今年
度も実施します︒
その受給手続きについてお知らせします︒

■対象者

▽生活保護受給世帯
次に掲げる町民税非課税世帯のいずれかの世帯
▽六十五歳以上の高齢者のみの世帯
▽重度障害者世帯
▽母子世帯または父子世帯

■申請の方法

保健センター︑または役場総合窓口で申請書に必
要事項を記入の上︑ご提出下さい︒また︑お近くの
民生児童委員を通じて申請することもできます︒
︵申請の際︑印鑑と振込先口座が必要になります︒︶

役場健康福祉課
︵電話︶
七四㿌三二四三

Photo:六十里越街道
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行ったものです︒

志田浩一さん︵大井沢︶ら三

題を掘り下げることから始め

るなど︑まさに地域の個性を

名が参加されました︒

この研修会の報告が十二月

見つめようとしている点でも︑

よい取り組みであると思う︒

十一日に開催された第三回検

討委員会で行われ︑参加され

問

scene.28

Spirit of Christmas

クリスマスの精神

告白します。大人になって、子供時代よりも
I have a confession to make. As an adult now, I
年々クリスマスを楽しんでいる自分に気が付きま
find myself enjoying Christmas a lot more than
した。少しおかしいかもしれませんが、子供に
when I was a child. What’s very strange about
とってクリスマスは彼らの誕生日と同じくらい特
this statement is that as a child, Christmas here in
別なイベントです。夜更かし、数多くのご馳走、
America is probably the best day of the year
多方面から集まる同年代の親戚、そして最も重要
besides your own birthday. A lot of your favorite
なことはたくさんのプレゼントを貰うことです。
food is served, your relatives of similar age come
さて、2008年のクリスマスをご紹介しましょう。
over and play with you, and most important of all,
現在私は職を持つ成人です。誰よりも先にプレゼ
you receive lots and lots of presents.
ントを貰い、誰よりも先にプレゼントを開ける、
Now let’s fast forward to Christmas Day 2008
そのような子供時代の私とは代わって、家族や親
where I am now an adult with a paying job.
戚や友だちが、私からのプレゼントを受け取った
Instead of being the first to receive and open my
時の彼らの笑顔や喜びを第一に考えるようになり
gifts, I find myself watching my family members,
ました。彼ら一人一人の好みや希望を頭に描きな
relatives, and friends open their gifts that they’ve
がら各々の店を訪れ、各々のプレゼントをラッピ
received from me. All the time I spent visiting
ングし、手間がかかる作業
different stores, waiting in
ではありますが、たくさん
line, and wrapping gifts
の時間と労力を費やすだけ
has lead to this moment.
の値打ちがクリスマスには
The anticipation and
あります。期待に満ちた彼
excitement on everyone’s
らの表情が私の心を暖かく
faces gives off this warm
させます。これらのことか
feeling inside of me.
ら、子供時代よりも今のク
That’s why this time at
リスマスを楽しんでいると
Christmas is much more
言えるでしょう。
Wishing
you
a
Merry
Christmas
enjoyable as an adult than
and a Happy New Year!
私はようやく気付きまし
the time when I was a
~
the
Del
Rosario
family
た。クリスマスになぜたく
child.
さんの人々がそのような手間のかかることをする
I finally realized as to why so many people go
のか。一言で言うと、大切な人をどれだけ笑顔に
through the trouble of giving so much during
することができるかが重要なのです。今の私に
Christmas time. Simply put, it’s to make everyとっての一番のクリスマスプレゼントは、家族や
one around you happy. And seeing everyone
友人、周りの人々が幸せでいてくれることです。
around me happy is the best gift of all.

Charleson Del Rosario

チャールソン・デル・ロザリオ
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ん︵沼山・原︶

②吉川四︑③入間︑ぬまんく

■大会の結果＝①上間沢Ａ︑

ました︒

間沢Ａが見事に優勝を果たし

点でわずかに三点上回った上

ずつ取り合ったものの︑総得

対十︑十三対十五と一セット

好ゲームとなりました︒十五

なり︑互いに一歩も譲らない

度優勝した吉川四との対決と

上間沢Ａが三点差の僅差で競り 勝つ
第四十一回西川町家庭婦人
バレーボール大会が十二月七
日︑町民体育館で開催され︑
昨年より二チーム多い︑二十
四チームが参加して行われま
した︒
十五点先取の二ゲームで試
合が行われ︑各コートではこ
れまでの練習で培ってきたチ
ームワークを披露し︑息の合
ったプレーで会場を沸かせて
いました︒
決勝戦は︑上間沢Ａと昨年

優勝した上間沢Aの皆さん

カヌー日本代表の
竹屋選手が講演

谷地高等学校教諭の竹

として出場された県立

カヌー競技の日本代表

活躍を見て︑同じ山形

京オリンピックでのご

木琢磨君︵三年︶は﹁北

最後にカヌー部の荒

今後の生活に活かして

展において︑玉蓉会︵主宰・
渡邊 弘華﹇澄子﹈

清野 玉華﹇祐子﹈

飯田 玉禎﹇貞子﹈

る町安全運転管理者協議会の

安全の推進活動等を行ってい

清瀧さんは︑昭和五十四年

贈られる更生援護功労者表彰

活動などに功績のあった方に

害を持った方々に対する福祉

のほど厚生労働大臣より︑障

清瀧章さん︵海味︶が︑こ

した︒

への支援に尽力してこられま

び同じような境遇にある方々

ちでありながら︑会の活動及

催し︑毎年︑地域福祉に尽く

協会会長や県身体障害者相談
員連絡協議会幹事等の要職を
清瀧章さん

った方に贈られる社会教育功

社会教育の振興に功績があ

力してこられました︒

として地域の社会教育にも尽

会︑とんと昔語りの会の会長

さん︵吉川︶が受賞され︑文
部科学大臣から表彰状が贈ら
れました︒
平成元年に退職されるまで
小学校の先生としてご活躍さ
れた新宮さんは︑それ以後も
町の社会教育委員や青少年育
成町民会議の会長などの町の
要職はもとより︑西川町みん
わ研究会や︑よい映画を見る

新宮隆さん

労者表彰をこのほど︑新宮隆

社会教育の振興への功績に対して

歴任され︑自身も障害をお持

▲

【屋根の雪降ろし中の事故防止】

す個人や団体を表彰している

（1）ハシゴの上り下りは、安全を確認しな
がら２人以上で協力して行う。
（2）雪止めの先（屋根の端）で作業をしない。
（3）雪止めのない屋根では長靴に縄を巻く
など滑らないように工夫する。
（4）命綱は屋根の広さ以上の長さにせず、
丈夫な綱を利用する。
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となどに触れ︑それで
もオリンピック出場と

屋美紀子さんが十二月
県人としてかっこいい

いきたいと思います﹂

清野玉蓉さん︶の次の方々が

渡邊逞二郎さんに対して︑こ

に障害を患い︑身体障害者手

﹈は本名︒

ティアサークル﹁くれよん﹂

これまでの交通安全の推進

ているこの表彰は︑今年で二
のほど︑寒河江警察署長より
十九回目を数えます︒今回は︑ 感謝状が贈られました︒

が初めて選ばれました︒

活動などへの功績に対して贈

事件事故を防止し、安全安心な西川
町のために努力しますので今年も宜しく
お願いします。

ƝƉŽǁ

いう夢を実現させるた
めに常に目標を持って
取り組んできたことや︑
そうしたことがいかに
重要なことかを生徒に

十一日︑西川中に招か
と思いました︒先生の

語りかけました︒

れ︑オリンピックでの
話の中で︑毎日一つず

北京オリンピックに

経験などを交えた講演
つでも目標を持つこと

を始めるに至ったきっ
と感想を述べました︒

が大切であることなど︑

かけや︑十三年目にな

竹屋さんは︑カヌー

会が行われました︒

る競技生活を一度はや
めようとしたときのこ

■奨励賞
荒木 玉苞﹇茂﹈

輝かしい成績を収められまし
設楽 江烟﹇もと﹈

■入選

た︒おめでとうございました︒

敬
※称略︑﹇

土田 京泉﹇都子﹈

柴田 幸仙﹇たに﹈

佐藤 昭平

玉蓉﹇ちよ子﹈
香蘭﹇サキ子﹈

十一月二十七日に山形市内で

られたもので︑渡邊さんは

新年明けましておめでとうございます。

団と山形新聞︑山形放送が主

行われた審査会の結果︑推薦

帳の交付を受けると同時に町

昭和五十五年から実施され

﹁愛の鳩賞﹂にこのたび︑当

のあった十四件の活動の中か

﹁さらに交通安全に対する認

▲愛の鳩賞を受賞した「くれよん」の皆さん

を受賞されました︒

町の中高生で組織するボラン

ら︑くれよんを含め三団体が

更生援護功労者表彰を受賞

遠藤

■秀作賞

清野

■理事出品

東邦書道会の第五十一回全国

で山形県美術館で開催された

十二月十一日から十四日ま

全国展で輝かしい成績を収められた玉蓉会

一流選手から学ぶ夢への一歩
身体障害者福祉協会に加入し︑

渡邊逞二郎さん

これまで︑町身体障害者福祉

【除雪機使用中の事故防止】

識を深め︑取り組んでいきた

ものです︒
くれよんは︑ケアハイツ西
川で介護ボランティアをした
り︑小学生を対象としたクリ
スマスパーティを開催するな

【屋根からの落雪による事故防止】

い﹂と話して下さいました︒

企業や団体で組織し︑交通

交通事故撲滅のために

各コートでは、懸命にボールを追うす
ばらしいプレーが随所に見られました。
（1）ローターの雪は、エンジンを切ってロ
ーターが完全に停止してから取り除く。
（2）除雪機の前に立たない、立たせない。

ど︑地域に密着した福祉活動
に取り組んでいます︒

（1）
「ひさし」の下や「軒先」は通らない。
それらの下で作業する際は、屋根から
の「なだれ」に注意する。
（2）ツララ取りは、長い棒などを使用して
離れた場所で行う。

選ばれ︑その地道な活動と着

財団法人山新放送愛の事業

くれよんの活動が評価される

第４１回家庭婦人バレーボール大会
実な成果が大きく評価された

56

NETWORK
2009-01

ƝƉŽǁ
NETWORK

⓱

道そ
にれ
輝ぞ
いれ
ての
ଟउਰ

▲

パパマママタニティスクー
ルが十二月二十日︑にしかわ

月山銘水館の地ビールレ
ストランで十二月十日︑新
メニューの発表会が行われ
ました︒
このたび新たにメニュー
だわった四種類のきねつき

に加わったのは︑材料にこ
餅と雑煮餅がセットになっ

十一日にスキー場

ー場でも十二月二

また︑吉川スキ

約百三十食の年越そばが振る

今年で十回目を数えました︒

屋から贈られているもので︑

えてもらいたいと毎年︑出羽

済が弱さを露呈し︑アジア各

﹁アメリカほどの大国の経

町商工会長があいさつ︒続い

て欲しい﹂と設楽厚三郎西川

たい︒明日への活力を見出し

少しでもプラスにしてもらい

題を含めて話をしていただき︑

若水はご利益をもたらすとい

元日に汲み上げられるこの

する予定だということでした︒

並みの一万七千五百本を出荷

今年は︑予約も含めて例年

ました︒

を箱に詰める作業を行ってい

▲

国までその影響が出始め︑大

て︑近松町長が町のこの一年

地元の大泉忠昭さん︵入

た﹁もち御膳﹂です︒
間︶が丹精込めて作ったも
ち米と︑ずんだには大井沢
の秘伝豆︑さらには小山地
区で栽培されているエゴマ
などの地元の食材をふんだ
んに取り入れ︑そして︑も
ちは毎日︑社員がきねでつ
くというこだわりようの一
品となっています︒
ぜひ皆さんも月山銘水館

わっていました︒

原地区で正月の恒例行事
となっているお神楽︵かぐ
ら︶まわりが今年も行われ︑
原子ども会の子どもたちと
保護者が地区内を練り歩き
ました︒
毎年︑元日の朝に行われ
てきたこのお神楽まわりは︑
二十数年続いているもので︑
今ではすっかり恒例となっ
ています︒
今回は︑地区の児童九名
と保護者が参加し︑天狗山
のふもとにある熊野神社で
祈祷を行った後︑各ご家庭
の幸せを願って地区内の家
を一軒一軒まわって歩きま
した︒

⓲
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日頃の子どもたちの保育園
での生活を見てもらおうと行
われている生活発表会が十二
が見守る中︑にしかわ保育園

月十三日︑たくさんの保護者
で行われました︒
年少児から年長児まですて
きな衣装に身を包み︑それま
で練習した成果を見事に発揮
していました︒二百人ほどの
観客を前にしても︑園児たち
はステージ上で恥ずかしそう
な様子も見せずに元気な歌や
くさんの拍手が送られていま

踊りを披露し︑観客からはた
笑 顔 を 振りまき ︑練 習の成 果

ゲレンデには雪がなく︑しば
十二月二十四日︑今年も出

でしょうか︒

に足を運んでみてはいかが

町民スキー場で十二月十九
らくは営業できる見込みがな

した︒

ントを学びました︒さらに今
日︑スキー場開きが行われ︑
羽屋︵佐藤治彦社長︶から︑

を披露する子どもたち︒

▲

保育園で︑出産を控えたご夫
婦など八名が参加して開催さ

回は︑これから生まれてくる
いと︑関係者からは残念がる

れ︑妊娠中に注意したいポイ

赤ちゃんへのメッセージカー
関係者約二十名が今シーズン
ケアハイツ西川の入所者の

開きが行われ︑今
舞われ︑山菜や鶏肉がたくさ

温かい年越そばで新年を迎

シーズンの安全を
ん入った温かいそばを︑入所

まりました︒

祈願しました︒

一年生から六年生までの全

め大会が催されました︒
児童が書初め
年ごとに決め

に挑戦し︑学

られた題字の

ら慎重に筆を

見本を見なが
走らせ︑見事
させていまし

な作品を完成

企業の社員や派遣社員の解雇

の施策等を中心に年頭のあい

た︒

年明けを告げる午前零時の
時報とともに︑西川町総合開
発㈱では今年も若水づくりが
スタートし︑五名の社員の

る方策はなかなか出ないが︑

にまで波及してきた︒打開す

方々が︑次々と若水のボトル

長 か らＤＶＤのセット を 受 け

われ︑縁起物とされています︒

▲新たに地ビールレストラ
ンのメニューに加わった
“もち御膳”（850円）。

者の皆さんはおいしそうに味

ド作りにも挑戦しました︒
声が聞かれていましたが︑年

一月五日︑町内の事業所か
らおよそ百四十名が出席し︑
新春名刺交換会が西川交流セ
ンターあいべを会場に開催さ
れました︒これは︑毎年︑西
川町商工会が主催し︑町内事
業所のさらなる飛躍を祈念し

９名の原地区の子どもたちが
各家をまわって歩きました。

西 川ライオンズクラブ工 藤 会

て年頭に行われてきているも

が贈られました︒

の安全を祈願しました︒

町内のすべての小学校の新学

ブ︵工藤敏雄会長︶が

期がスタートしました︒これ

ました︒

でお礼の言葉が返され

ざいます﹂と元気な声

からは﹁ありがとうご

ゼントに大喜びの園児

思わぬクリスマスプレ

児への贈呈式が行われ︑

十二月二十五日に園

巻が贈られました︒

録されたＤＶＤ全十二

日本や世界の昔話が収

しかわ保育園に対して︑

り上げの一部から︑に

西川フェアで行ったチ

一月七日から八日にかけて︑ に合わせ︑各小学校では書初

また︑オープンしたものの
二日から営業が始

方々へ年越そばのプレゼント

新メニュー！こだわりの“もち御膳”

明け早々の降雪で︑ようやく

▲試食を行った関係者の評価は上々。

さつを行いました︒

新年のさらなる飛躍を願っ
て乾杯。

今日のこの機会にこうした問

取る園児の代表︒

のです︒

▲真剣な表情で書初めに取り組む
児童たち（沼山小学校）。

ャリティーバザーの売

昨年十月に開催された

西川ライオンズクラ

▲町民スキー場の安全祈願が
行われました。

NETWORK
2009-01

ƝƉŽǁ
NETWORK

⓳

私
た
ち
の
踊
り
上
手
で
し
ょ
？

心
も
温
ま
る
年
越
そ
ば
の
贈
り
物

みんなの幸せを願って

月
山
か
ら
若
水
を
お
届
け
し
ま
す

生まれてくる赤 ちゃん へ のメッ
セージカードを作りました。

新
年
の
ス
タ
ー
ト
を
書
初
め
で
明
日
へ
の
活
力
を
見
出
そ
う

▲ケアハイツ西川に入所されている
皆さんに出羽屋からの温かいそば
がプレゼントされました。
若水が詰められたボトルが次々と作られて
いく工場内。

さい。
報をお寄せくだ
身近な話題や情
74 -4 4 0 3
☎
で
ま
係
画
課企
役場総務企画

ス
キ
ー
シ
ー
ズ
ン
に
向
け
て

クリスマスプレゼントをありがとう

西川︵六三一号︶ 平成二十一年一月十五日発行

編集発行

この年賀状は、元旦に西川ライオンズクラブの皆さん
から、「少しでもお正月の気分を味わっていただきた
山形県西村山郡西川町役場

年賀状

の手元に届けられたものです。

各事業所などから書き損じてしまった葉書を譲り受け、

今年初めて作成されたこの年賀状には、一枚一枚に牛の

イラストやちぎり絵の飾りと心温まるメッセージが添え

られていました。
印刷所 ㈱若月印刷

い」と、ケアハイツ西川で新年を迎えられた入所者の方

十二月三十一日の大晦日の

夜に響き渡る﹁面﹂や﹁胴﹂

の掛け声とともに竹刀の交錯

する音で活気溢れる水沢小学

校体育館︒今年も西川町剣道

連盟︵大江廣康会長︶の年越

稽古が行われました︒

外は深々と雪が降り積もる

中︑約三十名の剣士たちが参

加し︑午前零時をまたぎ年が

明けた一月一日まで︑文字通

り年を越しての稽古が続けら

れました︒

﹁雪が降りました﹂が︑ニ

ュースになってしまう都会の

暮らしが︑大人にはうらやま

しく思えるこの季節︒取材に

行くにも﹁よし！﹂と自分を

奮い立たせないとなかなか腰

︒
が上がらないときも …

しかし︑いつの時代も子ど

もは雪を見れば大はしゃぎ︒

我が家でも休みのたびに雪遊

びに駆り出される始末ですが︑

雪遊びなんて知らずに成長し

ていく子どもたちがいる傍ら

で︑西川っ子にとっては庭先

で貴重な自然体験ができるの

町の特産、観光、イベントなどについて詳しく知りたい方は、
町のホームページhttp://www.town.nishikawa.yamagata.jp/をご覧ください。

1／１ 現在の人口と世帯数 人口 男 3,288人 女 3,472人 計 6,760人 世帯数 1,950 （ ）
は前月比
（±０）
（−５）
（−５）
（±０）

この広報紙は再生紙を使用しています︒

︵黒田︶

ですから︑西川は良い環境で

すね︒

大江町左沢

⓴
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今月の表紙

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

