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︻雪旅籠の灯り︼

古道の風景を現在に
…

今月号の主な内容
今
今月号
号の主な内容
号
内容

定 額 給 付 金 の受 付 が ま も な く 始まります・
・
・2 〜3
地 元 経 済 活 性 化 プ ロ ジ ェ ク ト・
・
・4 〜5
雪 と ろ う そ く の 光 が 織 り な す 幻想空間・
・
・1 0
明 る い 未 来 を 信 じ て 1 ‚ 0 0 0 人 で大合唱・
・
・1 1
西 川町の産業探訪 ／ 株 式 会 社 サ ンアイ・
・
・1 2 〜1 3
協 働通信V OL.38 ／ 就 農 と い う 選 択を考えてみませんか・
・
・1 4 〜1 5

口座に振り込みます︒

世界中の経済が混沌とする
中︑日本独自の景気対策とし

問

①役場１階定額給付金窓口
②大井沢支所（大井沢の方のみ）
※受付時間＝8 : 30〜17 : 30

て実施される定額給付金と子

イとウを再度ご確認の
うえ、同封の返信用封筒
に入れてポストに投函し
て下さい。（切手は不要です）

育て応援特別手当の手続きが

窓口での申請

町民税務課定額給付金担当
☎７４ ４４０７

対象者
ア まず封筒の中に次の①〜④があるか確認して下さい。

平成21年２月１日［基準日］現在で、西川

申請者

多子世帯の子育て負担を考慮
し︑子育て中の家族に支給さ
定額給付金とは別に︑幼児

れるものです︒
教育期にあたる小学校就学前
の三年間に属する二人目以降
の子どもに対して︑一人あた

に振り込まれますが︑児童手
当の振込口座︵保護者管理︶
への振込も可能です︒
■手続きは？
対象となる子どものいる世
帯の世帯主に対して︑申請書

本人確認書類として︑手当の

なお︑申請の際︑申請者の

係へご持参ください︒

くか︑もしくは役場総合窓口

て︑ポストに投函していただ

え︑同封の返信用封筒に入れ

に︑申請書を再度ご確認のう

こちらも定額給付金と同様

ださい︒

明書に沿って正確にご記入く

ご確認いただき︑記入例や説

り三万六千円が支給されます︒ が郵送されますので︑内容を
この制度は︑平成二十年度
限りの緊急措置として実施さ
れるものです︒

平成十四年四月二日から平

■対象となる子どもは？
成十七年四月一日までに生ま
れた二人目以降の子どもが対
象となります︒
十八歳以下︵平成二年四月
※
二日以降生まれ︶の子どもか

☎七四 四
 一一八

問 町民税務課総合窓口係

までの六カ月間です︒

ら九月十七日︵当日消印有効︶

平成二十一年三月十八日か

■申請期間

きます︒︶

大井沢支所で無料でご使用で

交流センターあいべ︑保育園︑

なります︒︵ コ
※ピーは役場︑

のわかる通帳の写しが必要に

ら年齢順に一人目︑二人目 … 振込口座の名義人と口座番号
と数えていきます︒

■手当の額
対象となる子ども一人あた
り︑三万六千円が手当として
支給されます︒︵同居してい
ることが原則ですが︑通学等
の関係で同居していない場合
も該当する場合がありますの
で担当にご相談ください︒︶

原則として︑世帯主が申請

■申請者

平成21年３月18日から９月17日まで（当日
消印有効）の６カ月間。
（土、日、祝日は受付できません。）

郵送による申請

受付期間

申請書の提出方法２

世帯主の方
（基準日以降に世帯主が亡くなられたり、
変更になった場合はお問い合わせ下さい。）

申請書の提出方法 1

始まります︒

振込口座確認書類の写し
（通帳のコピー※）

早いところでは今月五日︑

申請書の入った封筒が届いたら･･･？
この子育て応援特別手当は︑ 者となり︑その世帯主の口座

※コピーは役場、交流センターあいべ、大井沢支所で無料でご使用
できます。

すでに定額給付金が交付され

送および口座振替で行われま

ウ 次のものを添付しなければなりません。

19歳〜64歳の方
12,000円
18歳以下の方（※１） 20,000円
65歳以上の方（※２） 20,000円
※１ 平成２年２月２日以降に生まれた方
※２ 昭和19年２月２日以前に生まれた方

①世帯主の氏名 ②給付対象者は？ ③受取方法の指
定は？ ④口座番号は正確ですか？

給付額
イ 申請書に間違いや記入漏れはありませんか？

町に住民登録、外国人登録をされている方。

①申請書 ②記入例 ③説明書 ④返信用封筒

たという他県の市町村もあり
ますが︑西川町でも三月十六
日から定額給付金等の申請書
を全世帯に向けて発送し︑順
調に手続きが進めば︑早い方
で四月中旬頃に指定の口座に
振り込まれる予定です︒
一方では︑この定額給付金
を狙った悪質な訪問販売や振
り込め詐欺もすでに報告され
ており︑県内でも特に高齢者
世帯の多い本町にとっては︑
家族や地域社会が一丸となっ
て被害を阻止する体制なども
必要となっています︒
今号では︑支給の対象とな
る方や︑交付を受けるために
必要な手続きなどの申請の方
法についてお知らせします︒

▼三月三十一日までに受理し
た申請分は︑四月十六日に振
り込みます︒
▼四月一日以降に受理した申
請分は︑四月末以降に順次振
り込みます︒
︵質問︶ 二
― 月二日以降に引

越ししてきた場合でも西川町
で申請できますか︒
︵回答︶ 残
― 念ながら︑二月

すので︑行き来する必要など

子育て応援特別手当

定額給付金の手続きについて

１人あたり3.6万円支給

定額給付金の
受付が始まります

現金で受け取るこ
―
一日時点で居住していた市町
村で申請していただくことに

請者となる世帯主の方の口座

なります︒しかしながら︑郵

に︑世帯分を一括して送金さ

︵回答︶ 町
― としては︑とて

ぜひ郵送による早めの
―
お手続きをお願い致します︒

ばと思います︒

度から︑ご寄附をいただけれ

﹁ふるさとづくり寄附金﹂制

簡単な手続きが必要ですが︑

ことはできませんので︑別途

しかし︑直接お受け取りする

もありがたいお申し出です︒

定額給付金を町へ
︵質問︶ ―

はないものと思われます︒

が︑世帯主の方が口座を持た
ない場合に限って︑現金で受
け取ることができます︒しか
し︑その場合︑五月一日以降
の指定された日に役場にお越
しいただき︑受領してもらう
ことになります︒
︵質問︶ 口
― 座には︑いつ頃

皆さんから送られ
―

振り込まれますか︒
︵回答︶

てきた申請内容を確認し︑交

付決定通知書を町から郵送し

寄附する方法は？

せていただくことになります

原則としては︑申
︵回答︶ ―

とはできますか︒

︵質問︶

How to 定額給付金？

た後︑指定された金融機関の

帯応援
世
子
多
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経済の活性化に向けて

Ｑ＆
Ａ

などの声が多く聞かれ︑地元
の商店の存在を改めて認識し
直す良いきっかけとなった面
も見られました︒実際に一時︑
地元の商店では﹁利用者が増
加した﹂という経営者の声も
しかし︑隣接市町に大型店

聞くことができました︒
が次々と新規にオープンした
り拡張したりし︑その品揃え
や安さなどから町民の多くも
利用するようになり︑町内の
商店にとっては課題のひとつ
となっていました︒

きっかけの一つ

商工会では︑﹁通常五百円に

えるなどということはない︒

カードで飛躍的にお客様が増

品券を発行することになりま

商店や事業所で利用可能な商

化策のひとつとして︑町内の

主体となり︑町内の経済活性

十万円を含めた補正予算案を

刷代などの事務経費として五

補助金四百万円と︑商品券印

を補填するための原資となる

町では︑このプレミアム分

ころです︒商工会では︑業種

分析では約半分から四分の一

て応援特別手当︒報道などの

も言われる定額給付金と子育

利用によって︑この中から少

今後︑商工会では四月中の

いよスタートすることになり

った定額給付金ですが︑いよ

万円相当の販売を目指すこと

二千セット分︑総額二千四百

今回発行されるのは全部で

とにしています︒

さんに詳しくお知らせするこ

続きなどについて︑町民の皆

えで︑商品券購入にかかる手

できる商店を取りまとめたう

世帯で購入できるのは五セッ

☎七四 三
 一三五

❹
2009-03

ƝƉŽǁ

地元の商店で使える共通スタンプカード

力のあるカードにしていきた
いということです︒

利用者増に向けて
今回の月山ふれあいカード︑
愛称﹁月山フレカ﹂の導入に

一個のスタンプが二倍︑三倍

こうした中で︑﹁少しでも
う﹂︑﹁利用して下さるお客
になる町内共通キャンペーン

あたって︑その背景にあった

様にメリットを感じてもらお
など︑これまでにできなかっ

これは︑加盟店でのお買い

う﹂と始められるのが︑今回
た︑加盟店が一体となった取

町内の商店を利用してもらお

実際︑間沢にあった大型商
導入される月山ふれあいカー

のが︑町内商店利用者の減少

店が︑経営の見直しなどを理
ドです︒

という問題でした︒

由に撤退した四年前には︑町

うした中で︑町民の皆さんに

このカードはあくまでもきっ

り組みもできるようになるの

利用したいと思ってもらうに

かけの一つです﹂と︑これか

しかしながら︑財布の中を

は︑やはり大型店にはないサ

らの商工会を中心とした加盟

が使いたくなるカードを目指

ービスや︑専門店だから︑ま

店の取り組みの重要性を話し

ではないか﹂とこのカードの

た小規模だからできる品揃え

可能性を話し︑一方で﹁この

など︑地元商店ならではの魅

て下さいました︒

見ると同様のカードがたくさ

力が大切だと考えられます︒

付けた商品券の販売が全国各

きました︒

ん入っていると思います︒そ

標に呼びかけたところでした
が︑実際には独自でこうした
取り組みを行っている商店も
多くあり︑最初は十六店での
スタートになります︒商工会
では︑今後も加盟店の加入を
働きかけていくことにしてお
り︑利用者の側から見ても魅

お買い得度百二十パーセントの商品券

地の市町村で行われています︒

した︒現在︑商工会会員や町

今回の町議会三月定例会に提

町でも西川町商工会が事業

内事業所に対し登録の呼びか

を問わず多くの商店や事業所

町全体で支給総額一億円と

案し︑可決されました︒

の登録を求めていきたいとし

は貯金にまわるのではないか
とも言われており︑この経済
が不安定な中で︑今回のプレ

しでも町内の経済活性化に結

ミアム付商品券の購入および
今回発行される西川町のプ

び付けたいという願いが込め

発行を目指して準備が進めら

られています︒
できるというもので︑二十パ

ました︒西川町でも四月中旬

るだけ多くの方に利用しても

トまでの限定とさせていただ

問 西川町商工会

になっています︒また︑でき

こうした中︑この定額給付

らいたいということから︑一
金に合わせて︑独自のプレミ

とにしています︒

の交付を目指して︑振り込み

くお得なものとなっています︒ れていますが︑商品券が利用

ーセントものプレミアムが付

綴︶の商品券が一万円で購入

二十四枚
千円分︵五百円券 ×

レミアム付商品券は︑一万二

最大で一万円もお得

ています︒

けて体制作りを進めていると

けを行い︑商品券の利用に向

四月発売予定

アム︵割増金などの特典︶を

して︑町内全商店の加盟を目

今回︑商工会では︑利用者

を六十個集めることで︑カー
ドを五百円分の商品券として
内に﹁商店がないと不便だ﹂

■月山ふれあいカードのしくみ

の手続きを順次進めていくこ

世論では︑様々な意見があ

定額給付金に合わせて

町の経済の活性化のた
め︑総額二千四百万円相
当の西川町プレミアム付
商品券が発売されます︒
一万円に対して︑二千
円分︵二十パーセント相
当︶の割り増しが得られ
るとてもお得な商品券と
なっています︒
ぜひ皆さんお買い求め
のうえ︑ご利用下さいま
すようお願いします︒

西川版プレミアム付
商品券 を発売 しし
します ︒

其の弐

▶３月１８日にスタートする
「月山ふれあいカード」。
表面には、月山と町の花で
ある水芭蕉が印刷されてい
ます。このカードは、加盟
店で買い物をするともらえ
ます。
▼買い物した際にもらうスタ
ンプは、２次元バーコード
と呼ばれるもので、中には
電子情報が埋め込まれてお
り、買い物した商店が判る
ようになっています。よく
ハンコにありがちな不鮮明
な押印でも４方向にある数
字から判別できます。

利用できるものです︒

物の際に︑五百円ごとに一個

導入されます︒

ド﹁月山ふれあいカード﹂が

スタンプ方式のポイントカー

の加盟店十六店で利用できる

なって︑今月十八日から町内

ため︑西川町商工会が中心と

地元の商店への誘客を図る

月山ふれあいカード
スタート します︒

其の壱

もらうことができるスタンプ

商 店
５００円につき
スタンプ１個

町 民

プロジェクト
プロジェクト
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ド
月山ふれあいカー

加盟店でお買い物
スタンプ６０
個で５００円
分の商品券
として 利 用
できます。

地元経済活性化
地元経済活性化

れ︑河北新報にも大きく報道
ると︑次々に伝手を頼って留

研修後︑東北大学で経済学を

から紹介されました︒家族と

青年を亘理郡選出の県会議員

て︑最終的には帰国した彼を

改めて国際交流の機縁を開い

亡くなったとの連絡を受け︑

者であった盧君が昨年肺癌で

両市を取り持った影の立役

れるに至りました︒

平成九年に友好都市が締結さ

いるそのハングリー精神の旺

ルバイトをしながら苦学して

うたびに日本語が上達し︑ア

に語学留学して来ました︒逢

職していたのを退職し︑日本

て杭州市の土木関係機関に就

です︒李君は高専土木科を出

である李先寧君と徐盈之夫婦

彼等の向上心の強さ︑夢に向

経済学博士を取得しました︒

究生から︑彼女も努力の末︑

長の伝手で統計学研究室の研

いつつ︑高校の友人の教養部

を当てにされているのかと思

周りの人脈に恵まれているの

私には何の力もないけれど︑

勉強したいとの希望を聞き︑

今回は︑﹁仙台西川メイト
も連絡がとれず︑アルバイト
偲び︑交流の経緯を思い出し

学して来ます︒その中で特筆

会﹂の会員として︑応援団結
も減ってノイローゼになって

されました︒その後︑相互に

成前から町にご支援をいただ
いた青年を﹁新田さんの会社
盛さに舌をまいたものでした︒ かう高邁な姿勢には唯々頭が

またもや慌てさせられました︒

き︑西川中二年生の仙台研修
ております︒こうした事は︑
語学修了後︑東北大学工学部

すべきは︑盧君の奥さんの弟

にも多大なご協力をいただい
で使ってくれませんか﹂と︒
土木工学科研究室に進みたい

が弾圧した悪名高い天安門事

挨拶に来てくれました︒六年

盆暮れには必ず夫婦揃って

とのとんでもない希望を聞い

山︶とは深い縁で繋がってい

漂流覚留﹂で舟山市︵当時花

から代々家に伝わる﹁伝兵衛

れた時に︑社長から江戸時代

地を訪問︑食品加工会社を訪

輩が段取りを取ってくれて当

いという事で︑河北新報の後

ついでに気仙沼市を訪問した

す︒一人が日本に拠点をつく

強めたものと理解されていま

たことが︑親族中心の連携を

己を守らなければならなかっ

族がお互いに助け合うことで

歴史であり︑民衆は家族︑親

中国社会の歴史は覇権争奪の

横型社会とよく言われます︒

型の人脈社会に対し︑中国は

が続いております︒日本の縦

現在も︑盧君の親族と交流

の教師でした︒仙台での語学

来ました︒彼女は高校の数学

して新婚の妻を伴って戻って

たのです︒その間︑一時帰国

東北大学の工学博士を取得し

調にキャリアを積み︑最後は

のやる気に火が付き︑以降順

げましょう﹂と言われて︑彼

は研究生として在籍させてあ

やる意志があるならば一年間

思っております︒

の夢追いを支援し続けたいと

なればと︑出来る限り未来へ

達の希望の動機付けの一つに

会交流の第一歩であり︑自分

中学校二年生の仙台研修も社

を拓いてゆくものです︒西川

って国境を越えて自らの世界

若さは︑その志の強さによ

も実現しそうです︒

毎年作っている野菜や花の

︻其の四十一︼ 阿部せつさん︵吉川第四︶

種類は数えきれないくらいで︑

これからも健康まつりの取組

す︒西川町保健センターでは︑

だ活気ある内容となっていま

ぞれの地区らしさを盛り込ん

いでもあり︑毎日雪解けを楽

とが何よりも楽しみで生きが

つさんは︑野菜や花を作るこ

土に慣れ親しんでこられたせ

小山で生まれ吉川に嫁いだ

菜の収穫をがんばってくださ

気でたくさん花を咲かせ︑野

せつさん︑これからもお元

業に従事し生活してきました︒ っています︒

せつさんは︑ご主人と共に農

い︒

いつも気持ちよくきれいにな

草取りもしてくれるそうで︑
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使節団派遣交流に発展して︑

ている新田さんからの記事を
国際交流にしてもイベント交

下がる思いがしました︒

流にしても︑仕掛人︑縁︑そ

りでした︒
こに介在する人脈があってこ

或る時︑彼の出身地の浙江
前に帰国し︑現在夫婦一緒に

李君はエネルギー環境学部環

藤教授を紹介して頂きました︒ 教授として活躍しております︒

南京市の国立東南大学に就職

省杭州の先輩から︑﹁舟山市
国際交流は人の往来により
一緒に伺った時に教授から︑

た時には驚きましたが︑高校

とどこか日本の友好都市を探
始まり︑風習︑伝統文化︑お
境工学科で多忙を極めていま

の先輩で仙台西川メイト会長

新田
して欲しい﹂との要望が届き
互いの違いを違いとして認め
﹁研究生という中途半端な身

そ成立するものではないかと

寒河江市出身︶
ました︒人口約一〇〇万人の
合い︑青少年の研修交流︑経
すが︑今年︑東北大学とのプ

思います︒

﹁中国の友人との交流﹂
舟山市との釣り合いを考え︑
分でなく︑やるなら三年の学
ロジェクト提携が出来て︑彼

ることが判り驚きました︒そ

◀平成二年に行われた健康ま
つり︵小山地区︶の様子︒

を決めており︑今年は﹁小さ
いきいきと生活しているご

なことからコツコツと〜生活
長寿さんを紹介し︑お元気の

聞きにきたり︑息子さんに伝

その豊富な知識を近所の人が
授したりしているそうです︒

秘訣をお聞きします︒
今回は吉川第四町内会の阿

で︑保健師と管理栄養士が健

部せつさん︵九十六歳︶をご

しました︒その他に︑健康料

紹介します︒

根っから土いじりの大好き

理の展示・試食や地区の方出

みが︑一人から家族︑そして

しみにしています︒

なせつさんは︑バス停留所の

地域へと広がっていく応援を

ついての研究発表など︑それ

していきます ！

の共催や小学生による健康に

演の寸劇︑ウォーキング大会

習慣改善のコツ〜﹂のテーマ

土
が
大
畑好
がき
生！
き
が
い
!!

康クイズを交えながらお話し

秘
訣

の後︑社長が舟山市に招聘さ

西川町では様々な健康づく
りの取組みを行っていますが︑
中でも他町に誇れる﹁地区健
康まつり﹂は︑年間行事の一
つとして︑地区民みんなで健
康について考える日として定
着しています︒
健康まつりには長い歴史が
あり︑第一回目は昭和五十四
年度に全町民を対象に開催さ
れました︒翌年からはさらに
多くの方が参加しやすいよう
にと︑地区毎に開催する所が
増えていき︑平成元年には町
内全地区で開催されるまでに
なりました︒今年は町内十二
地区で開催され︑約五百九十
健康まつりでは毎年テーマ

人が参加しました︒

▶初心者向けヨガ教室も行われ
た昨年の睦合健康まつり︒

の秘
寿

▲新田さん（月山登山）

〜健康のこと少し考えてみませんか？〜

九二年中国の先輩が訪日し︑

こととなりました︒

PART

171
71

Ȝ

脩︵宮城県岩沼市在住

宮城県亘理町で企業経営を
高校同窓の友人︑後輩の尽力
部試験を受けて本格的に勉強
の第二の故郷仙台への里帰り

し︑李君は教授︑徐さんは准

していた一九八九年︑中国北
済交流と絆も深まるものと確
するのでなければ駄目だよ︒

である阿部壽氏のご協力で須

京での民主化デモを中国政府
によって気仙沼市を紹介する
信しております︒

仙台西川メイト会名誉会員

それが盧建平君との縁の始ま

No.137

ご紹介します︒

2009.3.1
応援団発

件があった頃︑東北大学の研

元気いっぱい！健康まつり

ߵকから
まちの

ご Ƚɋɦ
長
！

究生として留学していた中国

広がる健康づくりの輪！
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お元気ですか？

﹁コーラス﹂﹁唄﹂﹁フラダ

﹁パソコン﹂﹁軽スポーツ﹂

婦人教室では﹁実用書道﹂

は﹁仕事や家事で忙しい中で

す︒布施美喜子さん︵本道寺︶

回自主的に学習を行っていま

先生のご協力を得て︑毎週一

✿

書道でシャキッと

でも間沢公民館に月に一度集

めて習った書道を今でも続け

三十年以上前︑婦人教室で初

ャキッとして元気になれる﹂

続けている︒習字をするとシ

なかったが︑好きだから今も

忙しくて半分くらいしか行け

﹁婦人教室で習ったときは

まり︑書道を習っています︒

ています︒佐藤チカさん・荒

でもあります︒ぜひ︑好きな

きっかけは︑いつでもどこに

軽スポーツ教室

文／中川李枝子
絵／大村百合子
出版／福音館書店

☎七四 三
 一三一

問 西川交流センターあいべ

舞踊教室

人生をもっと楽しむために
仲間たちと一緒に学びませんか

ンス﹂﹁舞踊﹂﹁チョコット
の参加で少し無理もしました

参加者の多くが︑一つの趣

がとても楽しかった﹂と︑満

味をみんなで習うことで︑学

かじる﹂の八教室に百九十名

三月一日には︑交流センタ

が参加し︑一年間楽しみなが

ーで婦人教室閉級式が行われ
ぶことの達成感︑友達ができ

足の成果だったようです︒

ました︒閉級式では︑各教室
る楽しさなど︑たくさんのこ

ら学びました︒

で学んだことを発表するとあ
って朝早くから練習が行われ︑ とを得られたと話します︒
民謡・コーラス・フラダンス・
舞踊と会場に流れる音もにぎ

実用書道では︑のし紙・の
木ミエノさん・早坂ミヨ子さ

池上ミヨ子さん︵間沢︶は︑

し袋の書き方から始まり︑自
と池上さんは話してください

やかで︑活動の幅の広さが感

分たちですいた和紙に思い思
ん・工藤定子さんの五人で今

じられました︒

いの文字を書き︑文化祭に出

味︶は︑
﹁数十年ぶりに筆を持
ものをいつまでも続けて︑人

婦人教室のように︑始める

ました︒

ちました︒先生のご指導で少

受講した奥山則子さん︵海

展しました︒

しは上手になったようです﹂
生を楽しく過ごしましょう︒

この本は︑長女の未奈︵み
な︶が自分で選んで買った
本の一冊です︒
﹁ぐりとぐら﹂のシリー
ズは︑二ひきのねずみが主
人公のお話で︑未奈にこの
本を読んであげていると︑
必ずと言って良いほど弟の
圭介︵けいすけ︶も割り込
んで聞きに来ます︒
この本の中に︑ぐりとぐ
らが森の中で見つけた大き
な卵を使ってカステラを焼
くお話があり︑できあがっ
たカステラを動物たちと分

け合って食べるのですが︑
子どもたちにもこの話のよ
うに食べ物に限らず︑みん
なで分け合えるような優し
い心を持ってもらいたいと
思っています︒
また最近︑料理のお手伝
いをするようになったのも
本の影響なのかなと思いま
す︒
これからもいろんな本を
通して︑私たちも子どもた
ちと一緒に成長していけた
らと思います︒

高橋 康子さん︵吉川︶

フラダンス教室

﹃ぐりとぐら﹄

します︒

と感想を話してくださいまし
また︑パソコン教室は︑年

西川交流センターもお手伝い
池上ミヨ子さん

親子編

た︒

去年の４月からＪＡ西川支所に勤めていま
す。担当している仕事は金融の外回りで、預
貯金のお預かりや様々な商品を提案させてい
ただきながら、皆様のお宅をお伺いしていま
す。お邪魔した際には、話を聞いていただけ
れば幸いです。
まだまだ社会人としては半人前ですが、早
く一人前になれるように頑張っていきたいで
す。
★性格／おだやか
★趣味／読書・音楽鑑賞
★理想の女性／姉御肌の人

間九回の教室ではもの足りず︑

おひつじ座生まれ／２２歳／水沢
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さん

巧
佐 藤

▶コーラス教室

ファイル

ひろば
たくみ
とう
さ

生涯学習の
No.146

青の

西川の冬はこんなに魅力が満載!

雪旅籠の灯り
雪旅籠の
〜六十里越街道の宿場町を雪で再現〜

を楽しませていました︒さら
に期間中の週末には︑ろうそ

四年目の成果
今年で四回目を数える月山
くの灯りでライトアップが行

発光ダイオード︵ＬＥＤ︶を
そして今回︑財団法人地域

全国で認められる

大滑り台︒ほぼ垂直

◀こちらも恒例となった

大井沢河川公園をメイン会場

沢雪まつりが二月二十八日︑

きな節目を迎えた大井

年で二十回目という大

声に包まれた雪まつり会場は︑

まり︑花火の光と爽やかな歌

の打ち上げとともに合唱が始

う企画です︒午後七時の花火

リーブ﹂を大合唱しようとい

の壁を滑り降ります︒

に開催され︑家族連れなど︑

やがてひとつの大合唱団とな

▶雪上を疾走するス
ノーモービル体験も
大人気︒

過去最高の約一万三千人もの

っていきました︒合唱が終わ
んばかりの拍手が会場に響き

ると︑いたるところから割れ
回目となる神町自衛隊の皆さ

わたり︑花火の音もかき消す

まず会場では︑今回で十四
んのご協力による雪像がお出

世界的な経済情勢不安もあ

ほどでした︒

紀子さんと歌謡歌手の葵ひろ

て︑シャンソン歌手の佐川由

また︑二十回記念事業とし

雪まつり︒地元の皆さん︑そ

ないほど盛り上がった記念の

したことなどは全く感じられ

の方々のお話でしたが︑そう

うのに苦労したという事務局

って︑寄附などの協力をもら

こさんのミニコンサートも行

まつりを支えて下さった皆さ

われ︑会場のお客様も大満足

ん︑本当にお疲れ様でした︒

して助っ人隊︑応援隊の陰で
さらに今年︑事前から注目

といった様子でした︒

場しました︒

たアニメのキャラクターも登

迎え︒昨年大ヒットを記録し

来場者で終日賑わいました︒

今

▶子どもたちで大賑わ
いとなった雪上宝探
しのひとコマ︒

01＝LEDで青く光る不思
議な空間。幻想的な雰囲気
のアイスバーとなっており、
ワインなどを楽しめます。
02＝芸工大の学生による芸
術作品を会場のところどこ
ろで目にすることができま
した。
03＝本当に宿泊できるよう
につくられた雪のベッド。
一人の方が挑戦したとかし
ないとか…。

を集めたのは︑一千人で﹁ビ
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志津温泉﹁雪旅籠の灯り﹂が
われ︑会場は幻想的な淡い光
また︑目だけでなく食事も

に包まれました︒
楽しんでもらおうと︑今回新

二月二十七日から始まり︑三
から約三千名もの観光客が雪
たに︑雪だるまの形になった

月八日までの期間中︑町内外
旅籠をひと目見ようと訪れ︑
大根おろしを入れて食べる豪

多くの人で賑わいました︒
これは冬季間の集客のため

ぶ﹁雪旅籠御膳﹂が企画され︑

雪鍋や︑地域に伝わる伝統食

日帰りや宿泊の観光客に振る

の柿なますなどがずらりと並

術工科大学と協力して進めて
舞われました︒

部︵志田昭宏部長︶が東北芸
きた事業で︑最初一つだった

に︑地元の月山志津温泉青年

雪の旅籠も今年は八つも造ら

利用して内部が青く光るアイ
活性化センターが主催するふ

れ︑中には二階建てのものや︑

スバーなどもあり︑訪れた人
るさとイベント大賞において︑
応募があった約百四十七点も
の全国各地の著名な催しの中
から︑この﹁雪旅籠の灯り﹂
が最高賞となる大賞︵総務大
臣表彰︶に選ばれ︑三月十一
日︑東京フォーラムで表彰式
が行われました︒これを受け
て﹁全国で認められたという
思いで︑うれしく思います︒
この賞を励みに︑さらに来年
もグレードアップできるよう
がんばりたい﹂と︑志田昭宏
さんは次回の開催に向けた意
気込みを語りました︒

明るい未来を信じて
一千人で大合唱

二十回目の大井沢雪まつり

▲今年初登場した「雪旅籠
御膳」の発表会（＝２月
20日）。
▶志津に伝わる郷土料理を
ベースに味はもちろん、
雪だるま（大根おろし）
など見た目にもこだわっ
ています。
▲神町自衛隊の皆さんのご協力により、昨
年話題となったアニメ「崖の上のポ
ニョ」の雪像も登場しました。
▼オープニングを飾った地区の子どもたち
による大井沢雪まつり太鼓の演奏。
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2009発の花火が冬の大井沢の夜空に咲き誇りました。
▲ろうそくの火を灯し、会場が一体と
なって「ビリーブ」の大合唱を行い
ました。

雪とろうそくの光が織りなす幻想空間

イの麻百パーセントの糸が加

自衛隊の制服などに︑サンア

半分を占め︑主に郵便局や︑

受注が︑現在の売り上げの約

ます︒また︑帝国繊維からの

大きく影響しており︑まだし

です︒特に百貨店での販売が

るを得ない状況だということ

軒並み︑業績を下方修正せざ

のアパレルメーカーの多くは

ごく一部のことであり︑国内

用に仕事などを発注してくれ

以前は︑大手企業が閑散期

6,250万円

の
訪」。第４回の今回は、服などの

22名（うち町内6名）

主な製品

織糸・メリヤス糸

ンアイをご紹介します。
従業員数

日
生地に欠かせない糸の製作で、日

サ
本で唯一の技術を持つ株式会社サ

設立年月 昭和36年3月
（昭和49年4月
西川町へ進出 ）

依頼されると︑委託先から原

紡績︵ぼうせき︶産業は︑
作した料金︵加工料︶がサン

糸の製作に入り︑その糸を製

材料の提供を受け︑それから

人件費などのコストを抑制す
アイの売り上げとなります︒

進出しており︑現在︑国内で
紡績を行っている企業は数少
が︑そんな中で︑常に新しい
麻の特徴として︑水に強く︑

今︑メインで作られている

なくなってしまったそうです
梳毛︵そもう︶技術の開発に

見せてもらうと︑よく目にす

通気性が良いため︑夏向きの

る麻製品が︑少し茶色がかっ

素材として加工されます︒こ

ファッションなどの流行に
ているという先入観もあって

挑戦し続けている企業が︑吉

よっても糸の需要は百八十度
か︑実物のその白さに驚かさ

川で操業する株式会社サンア

変わってしまうというこの業
れました︒そして︑実際に触

の糸を使って織られた生地を

界で︑ここサンアイでも︑数

以前は︑羊毛︵ウール︶がメ

もなく︑しっとりしたような

り替わっています︒サンアイ

ーセントの糸の生産体制に切

パーセントの糸が使われてい

にもサンアイで作られた麻百

線の座席で見かける枕カバー

主なところでは︑よく新幹

感覚があります︒

では︑こうした原糸の製作を

今では全て麻︵ラミー︶百パ

インの生産ラインでしたが︑

のもすっかり変わっています︒ れても麻のごわごわした感じ

年前と今では生産しているも

イです︒

メインは麻糸

るため︑以前から中国などへ

時代の流れとともに

常に新しい技術開発に挑戦
業界のオンリーワンを目指して

工され︑使用されているとい
ばらくは︑企業の集約や廃業

の技術で︑国内で唯一のもの
たこともあったということで

第一に社員を守る

ているそうです︒

が続くのではないかと想定し

うことです︒

国内唯一の技術で
この麻百パーセントの糸を

です︒このために設備も更新

ひく技術︑実はサンアイ独自

し︑効率を上げるために︑約

いており︑大手では少しでも

したが︑もちろん今では︑そ

在庫を抱えないような手法が

五年もの間試行錯誤してきた
今の紡績産業を取り巻く情

うしたこととは逆の作用が働

勢としては︑ユニクロなどの

取られ︑サンアイでも忙しい

という経緯があります︒

成功が大きく報道等でも取り

ときは土︑日もなく工場をフ

ろだそうです︒

うで︑そのギャップが︑会社

タッと暇になることもあるそ

ル回転で操業させますが︑ピ

ンアイにしかできないさらな

そのノウハウを発展させ︑サ

内でも唯一の技術を活かし︑

サンアイでできることは︑国

でも生き残っていくために︑

厳しい状況になろうとも︑雇

を第一と捉えており︑いくら

の方針として人材を守ること

直接の働きかけもあってか︑

ろ﹂︵社長︶という現場への

別として︑まずは挑戦してみ

が︑﹁採算が合うかどうかは

簡単でないことは当然です

る技術の開発があります︒

用だけは死守すると断言され

常に挑戦し続ける精神と環境
が︑サンアイにはあるという

することは難しく︑その点に

面では海外製品の安さに対抗

やはり︑国内製品は︑価格

意気込みが伝わってきた取材

界の糸と勝負していくという

はの品質と技術を武器に︑世

これからも国内製品ならで

ことです︒

ついては国内産業の保護の観

でした︒
ませんが︑こうした情勢の中

点からも政治に頼らざるを得

まずはチャレンジ ！

ているそうです︒

こうした情勢ですが︑社長

にとっても頭を悩ませるとこ

▲サンアイ独自の技術で可能になった
麻100％の糸（1kg）。

いくシリーズ「西川町の産業探

全長約20ｍもの紡績機では、一
度に何十個という糸が次々とでき
あがっていきます。これを一人で
担当しなければなりません。前田
さんもその担当の一人で、「一日
ほぼ歩きっぱなしの状態」だとい
うことで、慣れるまでは大変だっ
たそうです。
また一方で「職場では、みんな
で助け合おうという雰囲気があり、
仕事がしやすい」と工場内の様子
も話してくださいました。

自慢の逸品
Master Piece

功一
資 本 金

西川町の企業、産業を紹介して
て
74-3156
Ｔ Ｅ Ｌ

佐藤
表
代

吉川字久保241-1
所
住

代表取締役
社
長

苦しいときこそ
生き残っていくために
品質と技術の追求を

株式会社サンアイ
上げられていますが︑それは

前田 容子さん

❿
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西川町の産業探訪

情報の共有をめざして!

新たに農業を始めようとい
う方や︑これからもっと農業
をがんばっていこうという方
を対象に二月一日︑新規就農
チャレンジフォーラム︵町・広
域農業活性化センター主催︶
が西川交流センターあいべ大
ホールで開催され︑山形市で
農業を営む鑓水實さんの講演
や︑実際の栽培技術などを受
講しました︒
の経緯や︑これまでの苦労︑
自ら培ってきたノウハウなど

その後︑枝豆や茄子などの

元農林水産省の職員だった

具体的な栽培方法などについ

を交えながら話していただき

向けて〜﹂と題して講演︒鑓
て︑西村山農業普及課の技術

ました︒

水さんは︑平成十五年九月に

鑓水さんが︑﹁私の就農の体

勧奨により退職した後︑長年
支援専門員の方などの話も聞

験と農業の魅力〜自己実現に

の夢だった﹁トマトをつくる﹂

30a、野菜18aなどを作付。

くことができ︑会場の皆さん

山形市で新規就農し、現在水稲

夢をかなえるために山形市に

を勧奨により退職。それを機に

はメモを取ったりしながら︑

水産省東海農政局統計情報部長

戻って就農した方で︑今回の

昭和19年7月生まれ。山形

熱心に耳を傾けていました︒

市出身。平成15年9月、農林

中山間地域の過疎化や高齢
いった一次産業を主としたも

動や月山ブランド創造事業と
域づくり協議会では︑五回に

十月末に発足した西川町地
わたって地域づくり検討委員

のから︑体験型観光や山村の
歴史・文化を活用した観光プ

第一︑二回の検討委員会で

会での意見交換を行いました︒

のであり︑人口減少による活
ランの提案など複合的なもの

化といった問題は全国的なも
力の低下から山林が荒廃する
まで︑実に多彩な取り組みを

ある電力を回復するた
めの作業に入れるよう︑

昨年六月の岩手宮城
内陸地震や︑さらには

ついて書面で取り交わ

に協力することなどに

町がその現地での活動

隣県で発生した大規模

での災害復旧における
の大規模災害に備える

相互に確認し︑万が一

の実際の行動について

れまでの二年間の検証を含め

ョン検討委員会が開かれ︑こ

二月十九日︑山村再生ビジ

いは前回の補足を行うという

第二回はテーマを絞る︑ある

マで意見を出し合いました︒

状況にあるのか﹂というテー

参画﹂などの意見が出され︑

られています︒

る取組みを進めることが求め

行政が町だけでなく地域にも

しは各地域の方々と地域支援
職員が一緒に行う二つの流れ
をうまく連携させ︑協働によ

⓮
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新潟中越沖地震など︑
災害は︑未だ記憶に新
したものです︒また︑

る被災箇所の詳しい情

しいところです︒こう

報などの提供を東北電

今回の協定によって︑

二月六日︑災害時の電
力から受け︑その後の

町ではその際に得られ

力の復旧について︑互

した災害への備えとし

いの協力を確約する協
迅速な対応に活かした

て︑町と東北電力では

定書を取り交わしまし

ノウハウを積み上げた

今後︑連絡体制など

いと考えています︒

東北電力の作業員が現
ことにしています︒

これまでに東北各地

た︒

場でいち早く︑重要な
ライフラインの一つで

地域づくりの上で必要だとい
う共通認識を︑地域づくり検
討委員会として持つことがで
今後は︑これまでの検討結

きました︒
果を地域づくり協議会に報告
するとともに︑来年度から︑
さらに具体的な検討に入る予
定です︒行政の職務上設置さ
れている組織の見直しは地域

ビジョンを策定し︑山村再生
た議論が行われました︒出席

流れでしたが︑結果として二

組織のあり方﹂が大きな課題

その根底にある﹁町や地域の

づくり検討委員会と行政が行

ビジョン検討委員会を中心と
された委員の皆さんからは踏

回とも同じような課題が出て

は﹁今︑自分の地域はどんな

したメンバーから提言を受け
み込んだ意見が出され︑それ

きました︒これは︑既にある

深く関わっており︑地域にも

い︑関連する地域組織の見直

ながら︑山村の持つ自然や文
らの意見は今後の総合産業化
くことにしています︒

だということが浮き彫りにな
程度課題がはっきりしている
とも言えるように思われます︒ りました︒
西川町では国からの縦割り
るばかりで︑解決に向かって

縦割りの組織が多くあるよう

ただ︑こうした課題を捉え

進み出せないのはなぜかとい

て︑そこから見えてきたのが︑ に思われます︒もちろん︑こ
のようなことが決して短所ば

問

☎７４−４４０３
総務企画課企画係

う疑問も生まれました︒そし
町や地域にある様々な役職や

かりとは言い切れないにして
も︑長い間︑この形に慣れて

組織の見直しが必要なのでは

きたため︑新しい取組みなど

ないかということです︒
これを受け︑第三︑四回の

らの組織が足かせのようにな
り︑なかなか動きにくいのが

に踏み出そうとしても︑これ

実態のようです︒この課題の

検討委員会では﹁地域組織が
に意見交換を行った結果︑特

解決に着手することが今後の

抱える課題や問題﹂をテーマ

﹁若い世代や女性の地域活動

大学、短大、専門学校などに進学するため、町
外へ転出される皆さんへ在学中、無料で町報や町
からのお知らせをお届けする事業です
からのお知らせをお届けする事業です。

第一回は広く様々な意見を︑

化などの資源を活かし︑総合
に向けた事業に取り入れてい

行ってきました︒

など︑目に見える形で深刻さ
が増してきています︒
こうした課題に対して︑町

緊 急時
急時の協力体制を約束

産業化に向けた施策をいくつ

では平成十九年度に山村再生

▲近松町長と「災害時の協力に関する協定書」を
取り交わす石橋浩東北電力天童営業所長（左）。

就
講演では︑新規就農するまで

●鑓水實（やりみずみのる）氏
に﹁組織と役職の多様化﹂や

進学のため町外へ転出される予定の皆さんへ

か展開してきました︒
実際には︑一農場一産品運

▶山村再生ビジョン検討
委員会︵＝月山銘水館
会議室︶

▲岩根沢稲わら文化ツアー（写真＝雪中田植え）は、
山村再生ビジョンで取り組んだ事業のひとつ。
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▲ワークショップ形式での意見交換。

▲鑓水さんの話に聞き入る参加者の
皆さん。

農
と
い
う
選
択
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か

地
域
の
活
力
を
引
き
出
す
た
め
に
西
川
町
地
域
づ
く
り
協
議
会

協働通信 vol.38
山
村
の
魅
力
を
活
か
し
て

での五期二十年もの永きにわ

昭和五十年から平成七年ま

品質日本一りんご産地作

りを目指し︑管内のりんご

故奥山俊之氏の功績を称えて

教育分野での利用を目的と

最優秀賞を受賞

した自作視聴覚教材の技術を

山俊之氏の功績に対して︑こ

たり︑町議会議員として町政

のたび旭日単光章︵きょくじ

競う山形県のコンクールが開

で見事︑最優秀賞に選ばれま

つたんこうしょう︶が授与さ

の場で活躍され︑昨年十二月

した︒さらに︑渡部秀子さん

にお亡くなりになられた故奥

︵睦合︶と奥山妙子さん︵海

さん︵睦合︶が社会教育部門

今年で三十四回を数える町

れ︑二月十九日︑近松町長か

道そ
にれ
輝ぞ
いれ
ての

催され︑町内から︑児玉直子

六人制バレーボール選手権大

味︶が入選を果たし︑二月七

月山会
︵男子︶
・西川中Ａ
︵女子︶
が優勝

会が二月一日︑町民体育館で

式が行われました︒

このほど︑平成二十年度

最優秀に輝いた児玉さんの

米づくりやまがた日本一食

を広くピーアールしようと

第十五回さがえ西村山﹁ふ

じりんご﹂品評会︵主催・さ

がえ西村山農協ほか︶が開

かれ︑無袋ふじの糖度や形

状などについて審査が行わ

その結果︑約百点もの中

れました︒

から︑海味地区で長年︑り

んご栽培を行っている西谷

庄一さんの出品したりんご

が︑西川町長賞︵金賞三席︶

を受賞し︑二月十二日に農

協本所︵寒河江市︶で表彰

が行われました︒

吉見秀秋さんのはえぬきに県知事賞

の効能をわかりやすく表現し

味コンクール︵山形県主催︶

作品〝おらだの村のくすり草

た紙芝居で︑表彰式会場でも

が開催され︑吉見秀秋さん

西谷さんのりんごが西川町長賞に輝く

﹁ほいづはなあ﹂〟は︑薬草

も高い評価を受けました︒

上演され︑会場の皆さんから

︵睦合︶のはえぬきが見事︑

最高賞の県知事賞に輝きま

した︒

これは︑県産米の品質向

上を図るため︑県が平成三

年から実施しているもので︑

食味理化学値分析や食味官

能試験など三種類にもおよ

ぶ審査を経て賞が決定され

るものです︒二月十八日に

ホテルメトロポリタン山形

︵山形市︶で表彰式が行わ

らご遺族へ伝達されました︒

▲全試合ストレート勝ちで優勝に輝
いた月山会の皆さん。

▶最優秀に輝いた紙芝居を表彰
式会場で披露する児玉さん︒

れました︒

日に遊学館︵山形市︶で表彰

開催され︑男子十一チーム︑

女子八チームが参加し︑各コ

ートで熱戦を繰り広げました︒

男子の決勝は︑月山会がタ

ミフルをストレートで下し︑

女子の方は︑西川中Ａが西川

ママとジュースまでもつれな

■大会結果＝ 男
［子の部 ①］月

山会②タミフル③エッチャン

／﹇女子の
ズ︑ FIFTEENʼS

部﹈①西川中Ａ②西川ママ③

丸字は順位
㿌
K 1 ※

①佐藤香奈
（西山小6年）20.72
②三澤 南
（西山小6年）21.06
③松田祥子 （川土居小6年）22.49
③吉見桃衣
（西山小6年）22.49
⑤大泉青空
（水沢小6年）25.52
⑥阿部さくら （西山小6年）25.68
■小学5年男子
①西谷柾輝
（西山小5年）32.94
②若月竜馬 （川土居小5年）33.87
③菅野龍樹
（西山小5年）38.40
④原田泰英
（水沢小5年）39.61
⑤白田隆之
（沼山小5年）42.66
■小学6年男子
①佐藤 陸
（西山小6年）36.80
②三澤涼太
（沼山小6年）38.37
③押野貴志 （川土居小6年）38.71
④菅野弘明
（西山小6年）40.19
⑤布施元直
（西山小6年）40.31
⑥吉見 匠
（西山小6年）42.59
■中学・高校男子
①中村拓雅
（西川中2年）27.13
②佐藤大陽 （日大山形高2年）27.57
③眞壁 優
（西川中2年）32.66
■中学・高校女子
①西谷愛加
（西川中1年）31.22
②後藤李奈
（西川中2年）1.04.22
■一般女子
①今野志津
（志津）31.33
（睦合）42.90
②黒坂弘子
③荒木 幸
（睦合）46.07
■壮年後期
①伊藤裕幸（吉川雪友会2号）26.28
②板花 修（おやじレーシング）27.30
③高橋弘行（吉川雪友会3号）28.43
■壮年前期
①高橋幸治（吉川雪友会1号）26.40
②菅野豊樹
（海味）26.86
③橋本佳久
（西川中教員）34.09

︵ 㿌
²
K ︶1︑

⑥吉見 匠
（西山小6年）58.23
■中学・高校女子
①西谷愛加
（西川中1年）40.12
②後藤李奈
（西川中2年）1.39.91
■中学・高校男子
①中村拓雅
（西川中2年）33.43
②佐藤大陽（日大山形高2年）35.58
③白田 駿
（西川中2年）52.60
■一般女子
①荒木 幸
（睦合）1.49.21
■壮年後期
①伊藤裕幸（吉川雪友会2号）33.31
②高橋弘行（吉川雪友会3号）35.24
③板花 修（おやじレーシング）35.48
■壮年前期
①高橋幸治（吉川雪友会１号）33.06
②菅野豊樹
（海味）33.27
③橋本佳久
（西川中教員）51.64
■大回転競技
■小学2年以上4年以下男子
①佐藤夏輝
（西山小4年）18.14
②板花大悟
（西山小3年）18.99
③菅野雄二
（西山小4年）19.94
④長岡大雅 （川土居小4年）21.69
⑤松田匡貴 （川土居小2年）22.07
⑥渡辺 光 （川土居小4年）22.64
■小学2年以上4年以下女子
①板花ありさ （西山小4年）19.23
②菅野紗希
（西山小4年）21.15
③中村静玖
（西山小3年）21.71
④中村天音
（西山小3年）22.84
⑤山崎清花 （川土居小3年）24.11
⑥松田美南 （川土居小3年）25.77
■小学5年女子
①渡辺玲依
（西山小5年）20.41
②白田香純 （川土居小5年）20.57
③原田萌未
（西山小5年）21.66
④布施汐理
（西山小5年）24.63
■小学6年女子

がらも勝利をもぎ取り︑それ

▲西川中女子バレー部Ａの皆さん。

２月２２日 ｜ 第３７回町民スキー大会の成績
■回転競技
■小学2年以上4年以下男子
①板花大悟
（西山小3年）26.08
②佐藤夏輝
（西山小4年）26.23
③菅野雄二
（西山小4年）29.50
④長岡大雅 （川土居小4年）30.19
⑤松田亨成 （川土居小3年）30.24
⑥高橋光地 （川土居小2年）32.32
■小学2年以上4年以下女子
①菅野紗希
（西山小4年）28.39
②板花ありさ （西山小4年）28.74
③中村天音
（西山小3年）28.83
④中村静玖
（西山小3年）29.10
⑤片倉祐樹奈 （水沢小2年）36.03
⑥今野真仲
（水沢小2年）37.59
⑥木名瀬七海 （西山小1年）オープン
■小学5年女子
①白田香純 （川土居小5年）28.57
②渡辺玲依
（西山小5年）28.97
③原田萌未
（西山小5年）30.31
④布施汐理
（西山小5年）36.67
■小学6年女子
①佐藤香奈
（西山小6年）27.67
②吉見桃衣
（西山小6年）28.30
③松田祥子 （川土居小6年）30.20
④三澤 南
（西山小6年）31.55
⑤大泉青空
（水沢小6年）33.45
⑥桑原みすず （沼山小6年）35.29
■小学5年男子
①若月竜馬 （川土居小5年）45.30
②西谷柾輝
（西山小5年）48.26
③菅野龍樹
（西山小5年）53.03
④原田泰英
（水沢小5年）53.09
■小学6年男子
①飯野富成
（水沢小6年）52.02
②押野貴志 （川土居小6年）52.90
③佐藤 陸
（西山小6年）53.14
④三澤涼太
（沼山小6年）54.94
⑤布施元直
（西山小6年）55.08

ぞれ頂点に立ちました︒

第三十七回町民スキ

ー大会が二月二十二日︑

町民スキー場で開催さ

れ︑小学生から大人ま

で九十名が出場し︑ゲ

レンデに設けられた回

転と大回転の各コース

町民スキー大会の結

に挑戦しました︒

果は下記のとおりです︒

◆スラローム大会も開催

また︑二月十五日には県ス

キー連盟公認第二十三回間沢

スラローム大会が開催され︑

中学男子の部で西川中二年の

中村拓雅君が優勝を飾るなど

すばらしい成績を収めました︒

入賞者は次のとおりです︒

▽
…中学男子①中村拓

■町内の間沢スラローム大会

入賞者

雅▽小学四年女子③菅野紗希

▽小学四年男子⑥菅野雄二

丸数字は順位︒敬称略︒
※

小学生も大人
小学生
小学生も大人も果敢な滑りで
大人も果敢な滑り
果敢な滑りで

▲近松町長から伝達を受けるご遺族。

※丸数字は順位。敬称略。
なお、小学４年以下男子および小学６年以下女子は
第１コース、その他は第２コースで競技を行いました。
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二月中旬︑小正月の伝統行
事﹁お柴灯﹂が町内各地で行
われました︒
二月九日には月岡や綱取地
区でもお柴灯が行われ︑天高
く積み上げられた〝わら〟に
火が点けられると︑その周り
では無病息災などを祈念した
り︑用意された団子をお柴灯
の火であぶって食べる地域の
方々の姿が見られました︒
ビニール製のボールを使っ
た打撃練習では︑指導を受け

学生を対象とした野球教室が

町野球連盟が主催する小中
やすい指導に︑目を輝かせて

撃などプロならではのわかり

加し︑準備運動から守備︑打

んでいました︒

も驚いた様子で練習に取り組

思いもよらない成果に自分で

に打球の鋭さが増していき︑

た小中学生たちは︑打つたび

二月十四日︑町民体育館で開
聞き入っていました︒

いな指導が行われました︒

▲ 準備運動には時間を割いて︑ていね

ける西川中学校の野球部員︒

▶ 打撃のときの腰の使い方の指導を受

催されました︒今回は︑町ナ
イター野球大会が三十年目の
節目を迎えることから︑記念
事業として︑楽天野球団ジュ
ニアスクール部から元プロ野
球選手の三名のコーチを招い
て行われました︒
地域スポーツの振興と小中
学生の健全育成を図ることを
目的に︑毎年この時期に開催
されているもので︑町内の小
中学生をはじめ︑隣の大江町
や朝日町からも約八十名が参

子育て支援センターで二月
二十日︑手作り雛人形教室が
開かれ︑親子など十二組の家
族が参加して行われました︒
子どもと一緒に︑用意され

地域間の住民の交流を通じ

一泊二日で岩根沢の宿坊など

ツアーが︑二月二十二日から

口之宮湯殿山神社の参道に
現在ある大きな注連︵しめ︶

催する第六十一回日本消防協

財団法人日本消防協会が主
躍などが認められたものです︒

した全国消防操法大会での活

会定例表彰式が二月十三日に
ニッショーホール︵東京都︶
で開かれ︑その席上︑西川町
消防団に対して日本消防協会
これは︑活動の優秀な消防

表彰旗が授与されました︒
団に贈られるもので︑町消防
団史上初めてのことです︒ま
た︑今回の受賞は︑町消防団
が日頃から火災予防に努力し
ている点や︑昨年十月に出場

の対応などを学ぶ雪崩事故防

を踏まえ︑万一の遭難事故へ

が年々増えているという状況

及によって︑冬山を楽しむ人

テレマークスキーなどの普

ました︒

索する方法などについて学び

る発信機を使って遭難者を捜

が参加し︑ビーコンと呼ばれ

山岳ガイドや関係者約十五名

で︑今年で三年目︒県内外の

泊二日で弓張

止講習会が︑二月十日から一
平公園を会場
に行われまし
この講習会

た︒
は︑月山朝日
ガイド協会が
主催したもの

縄に仕上げていきました︒
できあがった注連縄は︑太

頼を受けた月岡地区の男性た

今年新しくしようと神社の依

納されました︒

月はじめ︑さっそく神社に奉

十㎏ という巨大なもので︑今

縄が老朽化したことに伴って︑ いところで約五十㎝ ︑重さ五

ちが集まり︑二月二十二日に
作業が行われました︒
これは︑十八年ぶりに行わ
れたもので︑最初に〝こも〟
と呼ばれるわらを編んだむし
ろ状のものを三枚作り︑その
中に再度わらを敷き詰め︑さ
らに太くしていく作業が行わ
そして︑できあがった三本

れました︒
の大縄を︑﹁せえの︒よいし

保育園でどういっ
た給食が行われてい
るのか知ってもらう
機会として︑年に一
回︑給食を体験でき
る日があります︒今
年も二月二十五日に︑
これから入園を控え
る子どものいる家庭
を対象に行われ︑
組の親子が参加しま
した︒
町の管理栄養士か
ら献立についての説
明などを受けた後︑
実際に園児たちと同

見られました︒

おいしそうにほおばる様子が

初めての給食に戸惑いつつも︑

じ給食を体験︒子どもたちは︑

十

た雛人形の見本と見比べなが
ら布を縫ったり︑色紙を貼っ
たりして︑世界にひとつしか
ない雛人形作りに夢中になっ
て取り組んでいました︒

て︑地域の活性化につなげよ

皆さんの掛け声とともにより

ょ﹂という威勢の良い地域の

今シーズン四回目となる今

で開催されました︒

合わせて︑一本の大きな注連

▶よりをかけていく作業は最も力の入るところ︒

回は︑仙台市などから約十五
名が参加し︑岩根沢に伝わる
伝統芸能﹁太々神楽﹂を見学
したり︑団子さしや郷土料理
の調理などに挑戦し︑昔なが
らの小正月を感じさせるもの
を中心に体験しました︒
参加した方々は︑普段の暮
らしでは体験できない行事や
食事に一様に満足した様子で︑
﹁面白かった﹂﹁また参加し
たい﹂と感想を話していまし
た︒

▲近松町長に受賞の報告をする尾形
消防団長（右）
と板坂副団長。
保育園の給食をパクッ。

うと岩根沢宿坊組合が主催し
て行っている稲わら文化体験

こんにゃく作りに取り組む
参加者たち︒

▶新しい注連縄はさっそく、
湯殿山神社に奉納されまし
た。

▲雪中に埋められたビーコ
ン
（捜索対象）
を探す訓練
をする参加者たち。

▲綱取地区（写真）ではお柴灯のほか、
雪中田植えなども行われました。
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西川︵六三三号︶ 平成二十一年三月十六日発行
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地 元 の 女 性 たち の
手作りで、この “ う
ちわ ” のミニチュア
の お 守り（２種 類）
も作られ、好評を得
ました。

山形県西村山郡西川町役場

三光山綱取大聖不動尊のうちわ

印刷所 ㈱若月印刷

綱取地域に伝わる「三光山綱取大聖不動尊のう
ちわ」は、かつて白装束をきた者がこのうちわで
同地域でおこった火災の延焼を防ぎ、鎮めたとさ
れ、またそれ以来、火災が発生していないことか
ら、災いなどを伏せる縁起の良いものと言い伝え
られているものです。
このうちわは、650年より以前に建立されたと
される三光山綱取大聖不動尊の別当（高橋良一
氏）宅に一本の竹で作られた骨組みや、表紙など
の一部が現在も保存されています。これを復元し
ようと、地域の有志の方々が力を合わせ、元の姿
をイメージしながらの根気のいる復元作業が行わ
れ、２月９日に開催された同地域の「おさいと
う」の際に初めて披露され、不動尊に奉納されま
した。

今月の表紙

二月二十七日から志津地区

で開催された雪旅籠の灯りに

は︑期間中述べ三千名もの来

場者があり︑会場は大賑わい︒

この成功の陰には︑東北芸術

工科大学の学生らの技術やア

イデア︑そして企画や宣伝︑

協賛などの支援を得るために

奔走した志津青年部の皆さん

の力がありました︒

そんな中︑関係者を喜ばせ

たのが﹁第十三回ふるさとイ

ベント大賞﹂での大賞︵総務

大臣表彰︶受賞の知らせでし

た︒全国の都道府県から推薦

された百四十七ものイベント

の中から見事栄冠に輝き︑次

回の開催にも弾みがつきそう

です︒︵十ページに関連︶

今年度も県の広報コンクー

ルが行われ︑本紙も広報紙の

部など三部門に応募しました︒

その中で広報紙の部と組み写

真の部では落選でしたが︑一

枚写真の部で入選一席︵四月

号表紙︶をいただくことがで

︵黒田︶

この広報紙は再生紙を使用しています︒

きましたので報告させていた

だきます︒

大江町左沢
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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。
3／１ 現在の人口と世帯数 人口 男 3,273人 女 3,458人 計 6,731人 世帯数 1,950 （ ）
は前月比
（−5）
（−1）
（−6）
（＋2）
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