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日本で一番遅くまで滑れる
日

月山スキー場がいよいよオープン！
月山スキー場

山岳信仰の中で
継承されてきた伝統文化を後世に

←県内外からお越しい
ただいた多くのお客
様で賑わったリフト
乗り場。
↑

日本で一番遅くまで滑れる
スキー場として全国的にも知
られる月山スキー場が︑今年
も四月十日にオープンしまし
た︒この日︑ゲレンデでは関
係者やスキーヤーが大勢見守
る中︑今シーズンの安全を祈
願する神事が行われました︒
また︑テープカットやプラカ
ード滑走など︑スキー場のオ
ープンを祝うアトラクション
オープン当日のリフトは朝

なども行われました︒
九時から運転が開始されまし
たが︑この日のために遠方か
らスノーボーダーやスキーヤ
ーが大勢詰めかけ︑リフトの
前には長い列ができていまし
また︑この時期には珍しい

た︒
スキー場オープンという話題
社が取材に訪れ︑その日の夕

に︑県内のテレビ局や新聞各
方のニュースや翌日の朝刊で
月山スキー場では︑これか

大きく報じられました︒
ら五月にかけてスキー大会な
どのイベントが目白押し︒関
係者の話によると七月末まで
の夏スキーのシーズン中︑約
十五万人の入り込みを見込ん
でいるということです︒

今年二月︑岩根沢三山
神社︵正式名称・月山神
社出羽神社湯殿山神社摂
社月山出羽湯殿山三神
社︶に伝わる県内では珍
しいとされる出雲系神楽︑
﹁岩根沢太々神楽﹂が町
で三十番目の文化財の指
定を受けました︒
西川町文化財調査委員
会︵北畠教爾委員長︶が︑
九月例大祭での演技風景
や衣装・道具等を調査し
た結果︑﹁演出法は独特
であり︑芸能的価値が高
く︑その道具等も貴重で
あり︑維持保存に値する﹂
という評価から今回の指
定に至りました︒
こうした貴重な伝統文
化は︑地域そして町にと
って重要なものであると
いうことを認識してもら
うために︑文化財指定は
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もちろん必要なことです︒
しかし︑これからこの民
俗芸能を地域で守り︑そ
して後世に伝えていくこ
とが何より大切なことで
あり︑また一番難しいこ
とでもあります︒

４ページへ続く

ぐら
か
だい
だい
さわ
ね
いわ

オープン記念アトラクシ
ョンの一つとして行われ
たプラカード滑走とくす
玉割りもバッチリ。

←

特 集 町で初めての無形文化財指定（芸能）へ

岩根沢太々神楽
町文化財指定第30号

↑今シーズンの安全を願って｢ヨイショ！｣
（鏡開き）。

↑リフト上駅（標高約
1,500ｍ）からは朝
日連峰がくっきり。
春の日差しを受けて、
気持ち良さそうにゲ
レンデを滑り降りて
いました。

猿田彦舞（さるたひこまい）

男教育長が﹁これから︑継承

祭務のお二人が出席︒奥山育

張所の伊藤高志所長と岩本功

る出羽三山神社岩根沢社務出

交付式には︑神楽を所有す

ターあいべで行われました︒

定書の交付式が西川交流セン

指定を受け︑三月十七日に指

町指定文化財第三十号として

いかぐら︶が二月二十三日︑

する岩根沢太々神楽︵だいだ

社︵岩根沢三山神社︶が所有

も途絶えてしまったこともあ

世界大戦の影響で神楽の上演

い神楽とされ︑途中︑第二次

治から伝承された比較的新し

この岩根沢太々神楽は︑明

が誕生したことになります︒

で︑町で初めての無形文化財

沢太々神楽が指定されたこと

ませんでしたが︑今回︑岩根

として登録されたことはあり

れる無形文化財が指定文化財

うした芸能や民俗芸能と呼ば

これまで町では︑一般にこ

励し︑指定書を手渡しました︒

していく難しさや︑地域の中
ったということですが︑その

ったと伝えられてきており︑

楽が伝えられ︑それが基とな

年頃︑福島県伊達地方の里神

太々神楽には︑防災や五穀豊

の神々に扮して演じられる

命︵すさのおのみこと︶など

したという伝説がある素盞鳴

かみ︶や︑八岐の大蛇を退治

そのものの参詣者の減少もあ

から数十年がたち︑山岳信仰

楽講中で賑わいのあった時代

っていた︶でしたが︑太々神

の人たち︵それも男性と決ま

や楽人を務めていたのは宿坊

った職人に依頼しなければな

ところ︑それなりの技術を持

から修理を依頼しようとした

らい前︑面が古くなったこと

るのが経費です︒﹁四十年く

の中で一番の問題となってく

まさに一日がかりで演じられ

十三坐の大神楽が奉納され︑

盛んに行われていた歴史があ

どを祈念し︑太々神楽講中が

などの村々の方が家内安全な

昭和初期頃までは︑福島県

保存会の活動の一つで︑太々

導を行うといったこともこの

えてもらおうと数年前から指

た︒地元の子どもたちにも覚

神楽保存会﹂が結成されまし

昭和五十一年に﹁岩根沢太々

ばならないということから︑

を後世に継承していかなけれ

代々伝えられてきた民俗芸能

で︑地域の力で何とかこの

そうした現状を知ったうえ

くるのもまた現実です︒

の︑経費の問題が最後に出て

ことは十分承知しているもの

で︑岩根沢地区でもそうした

元々の面や衣装の保存も必要

文化財保護の観点からすれば︑

新することができましたが︑

を活用し︑面や衣装などを更

八年度コミュニティ助成事業

う伊藤所長︒その後︑平成十

く断念したこともある﹂とい

合わせて四十八もの舞で構成
されていました︒
昭和十二年頃までは︑午前
に二十三坐︑午後からさらに
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神社摂社月山出羽湯殿山三神

での保存会の存続など大変な
後︑昭和二十三年に復活され︑
現在まで継承され続けていま

特に他地域の神楽と比べても
穣などを含めて︑地域︑そし

らないことから莫大な費用が

月山神社・出羽神社・湯殿山
す︒

神々の舞・太々神楽
山岳信仰の拠点として︑多
くの参詣者が往来し︑岩根沢
地区に伝わってきた岩根沢
太々神楽は︑五月に行われる
同地区の要害神社の例大祭と︑
九月に行われる岩根沢三山神
社の例大祭で奉納される特別
な舞です︒詳しくは不明なと
ころが多いものの︑この太々

演目が多く︑上演も長時間に
り︑それに伴って宿坊の数も

神楽の起源については明治初

およぶのが特徴のひとつと言
て各家々の安泰を願うという

われています︒

かかることが判明し︑やむな

元々この太々神楽には︑大

ていたという記録も残ってい

り︑中には何百人という方々

神楽と呼ばれる三十六坐と︑

るということです︒現在行わ

さらに小神楽が十二坐あり︑

れている例大祭の場合︑三坐

もあり︑保存会の活動自体も

による後継者不足などの課題

また一方で︑高齢化や過疎

神楽の各種保存活動に当たら
しかし︑こうした保存活動

れています︒

が講中で訪れたという記録も
元々︑この太々神楽の舞人

あります︒

程度が演じられています︒
火伏せの神として知られる

太々神楽保存会の活動

激減していきました︒

▲

町文化財保護条例に基づき︑ 面もあると思いますが︑今後
ともがんばって下さい﹂と激

140年もの歴史を
継承していくために

火之迦具土神︵ほのかぐつち

簡単なことではありませんが︑
平成十九年には新たなメンバ
ーが加わるなどの明るい兆し
も見られ︑活動も充実してき
山岳信仰の町に根付いてき

ているということです︒
たこの太々神楽︑地域になく
てはならない文化の一つとし
ても︑岩根沢太々神楽保存会
の今後のさらなる展開に期待
が持たれます︒

３
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▲指定書を受け取る出羽三
山神社岩根沢社務出張所
の伊藤高志所長。
文化財指定第30号の証書。

3
1
町で唯一の国重要文
化財である三山神社
を中心に広がる岩根
沢の町並み。

２

狐の面を被って舞う「宇賀舞（う
がのまい）」は五穀豊穣を願う舞。
それを子どもたちも踊れるようア
レンジした子ども神楽。
倭姫命（やまとひめのみこと）に
扮し、四方を回る倭姫舞（やまと
ひめのまい）。左手に銅鏡、右手
に白杖を持ち、白杖の房で銅鏡を
磨き、そして胸に銅鏡を隠しなが
ら移動していく。
１

山岳信仰の町
岩根沢の取り組み

意味も込められています︒

宇賀舞（うがのまい）

祓（はら）いの神である神直日神
（かんなおびのかみ）に扮して舞
う榊舞（さかきまい）。左手に榊、
右手に鈴を振りながら四方を回っ
ていく。
▲

特 集 町で初めての無形文化財指定（芸能）へ

2

関東ブロックの活動
設楽
淳二

平成二十年度の関東ブロッ
ク応援団活動は︑四月十六日
︵水︶西川中学校東京研修の
お手伝いに始まり︑同月二十
四日︵木︶に西川町役場で開
かれた運営委員会参加︑六月
八日︵日︶の関東ブロック総
会︵集う会︶︑九月七日︵日︶
の山形県人連合会総会参加︑
そして十月二十五︑六日︵土・
日︶の地元交流会が主なとこ
ろでした︒
この間︑六回の世話人会と︑
数回の県人連合会役員会参加
があり︑応援団の活動がまち
づくりに役立つためにはどう
すればよいかを話し合ってき
ました︒主な活動は︑その都
度この欄でレポートされてい
ますので︑ここでは日ごろの
世話人会で話題になることが
らを︑活動の反省を込めてま
とめてみます︒
西川中学校の都内研修旅行
でのお手伝いは三回目でした
が︑案内役もだいぶ慣れてき

て︑生徒たちとの会話を通し︑
有意義な交流ができたと自負
しています︒初めて上野の山
で生徒たちの合唱を聴くこと
ができたのも感激でした︒生
徒たちがどこのお子さんか︑
親御さん︑あるいはおじいち
ゃん︑おばあちゃんが応援団
員とどんな関係にあるのかな
どが分かれば︑さらに首都圏
とふるさととの連携が深まり︑
一体感を実感できるのではな
いかと思います︒
案内役は無理でも︑短時間
で結構ですから︑後輩たちの
合唱を鑑賞するのも貴重な交
流になりますので︑事前にこ
の欄で応援団メンバーに日程
を周知できればと思います︒
学校側の時間調整に手間取り
ますが︑ぜひ実現させたいと
ころです︒ちなみに今年は︑
四月二十二日︵水︶午前十一
時ころから三十分間︑上野公
園の噴水前で合唱を披露して
くれる予定です︒
総会の方は︑まず団員が同
窓会のような雰囲気で集まっ
て︑町の関係者を交えて旧交

生活習慣病を予防する健康づくり

を招待し多彩なメンバーが集
を温め︑連帯意識を持つこと
まった︒いつも県外出身者を
によってそれぞれが﹃観光大
感服させている山形県民歌の
使﹄の立場で︑友人や近所の
斉唱︵指揮伊藤公二氏︶で幕
知り合いに西川町をＰＲでき
るのではないでしょうか︒今
を開け︑会計報告︵井上健氏︶
後も集まりやすい会合となる
の後︑町のご好意による西川
よう努力を続けたいところで
町物産の抽選で最高潮に達し︑
す︒
出席者はそれぞれ賞品を抱え
地元でのふるさと交流会は︑ て満足げに散会した︒
団員だけでなく初体験の人た
︻西川中学校の仙台研修︼
ちもお連れすることを視野に
七月二十三日︵水︶︑七十
入れ︑町主導の行事から地元
一人の中学生を九グループに
町民の方々との間で計画を詰
分け︑市内の官公庁・大学・
める方法がとれないものでし
報道機関・ホテルなどを案内
ょうか︑長年の懸案です︒
した︒ウイークデイなので案
メンバーの﹁ふるさとを応
内者が会員では足りず︑例年
援したい﹂という熱意は想像
伊藤・新田両氏︵前出︶にも
以上のものがあります︒この
応援を頂いている︒河北新報
熱意が空回りすることのない
にお願いした結果︑写真︵設
よう︑四月に開かれる予定の
楽與八氏︶付きで報道された︒
﹁運営委員会﹂で十分話し合
︻仙台七夕交流会︼
ってきたいと思っています︒
八月八日︵金︶︑昨年で十
回目になるがトラブルゼロで︑
東北ブロックの活動
グループ毎に案内者がついて
阿部 壽
いることや︑苦心の駅弁︵設
楽真理子氏選定︶が好評であ
る︒会場では大正琴演奏︵志
田満昭氏︶の後の﹁孫﹂︵招
待者︶と﹁青葉城恋歌﹂︵案
内者︶の歌の交換も安定感を
増し︑ハーモニカの伴奏︵山
口正彦氏︶にも一段の向上が
感じられた︒
︻宮町東照宮秋祭り物販︼
十月十八日︵土︶︑昨年か
︻東北ブロックの総会︼
六月十五日︵日︶︑町から
は近松町長さんや商工関係者
などのほか︑町からの招待者
を交えて二十三名の方々が出
席された︒応援団は山形の木
村英男氏を含む二十一名と︑
日頃から活動にご協力を頂い
ている伊藤隆夫氏と新田脩氏

ら開催主体が町から総合開発
㈱に変わったが︑例年不足す
る物産が今回は豊富に用意さ
れ︑応援者の呼び込みにも熱
が入ったせいか売り上げも伸
び︑町からも参拝者からも好
評のうちに完売した︵工藤藤
太郎氏談︶︒
︻ふるさと植樹祭・交流会︼
十月二十五日︵土︶︑仙台
在住者にとっては唯一の西川
町のイベントであるが︑交通
手段の課題があって︑残念な
がら五名の参加にとどまった︒
会場には仙台研修や七夕に参
加された方々も多数出席され︑
中学生からの謝辞︑心尽くし
の地元料理︑りんご狩りと︑
仙台では味わえない︑西川町
民に戻ったような心温まる一
日だった︵設楽秀悦氏談︶︒
︻西川の新そば賞味会︼
会員が西川町で種を蒔いて
粉を取る方式から︑西川産の
粉で前田屋さんにそばを打っ
てもらうように変わったが︑
監事︵大泉啓二氏︶の工夫で
味も雰囲気も好評で︑二十四
人が出席した︒殆どが山形県
以外の方なので山形県民歌に
驚いているが︑いつかは応援
団に入ってくれるのではと︑
ひたすらＰＲに努めながらそ
ばを味わっていた︒

良いのか分からなかった︒話

︻其の四十二︼ 清野リネさん︵海味第三︶

た方には﹁特定保健指導﹂を

を聞いて具体的に何に気をつ

健診・特定保健指導﹂がスタ

受けていただいています︒こ

けると良いのか知ることがで

日本人の死因の約六十パー

れは︑町の保健師と管理栄養

きた﹂﹁自分一人だとなかな

ートし︑一年が経ちました︒

士のアドバイスを参考に﹁こ

か続かなかったが︑声をかけ

健診の結果からメタボリック

さて︑生活習慣がきっかけ

れなら今日から取り組めそ

て励ましてくれる人がいると

セントを占めている生活習慣

となるメタボリックシンドロ

う﹂という改善方法を見つけ︑

病を防ぐことは︑これからの

ーム︵内臓脂肪症候群︶の予

まずは半年間取り組んでみよ

頑張れる﹂という感想が聞か

シンドロームの可能性があり︑

防・改善を目的とした﹁特定

うというもので︑現在保健指

※詳しい開催日時につきましては、随時
お知らせ版に掲載していきます。

です︒

はすばらしい作品でいっぱい

リネさんは手先が器用で︑手

特に和裁を生業としてきた

導に来ていただいている方か
らは﹁体重を落としたいとは

▽糖尿病予防教室(10月)
▽メタボ予防改善教室(7月、３月)
▽栄養教室(6月、10月、3月)
▽楽楽(らくらく)運動教室(毎月1回)
▽59歳健康教室(11月）
▽はつらつ74歳健康教室(11月)

保健センターより声をおかけ

芸は人形︑袋物︑編み物︑押

平成21年度西川町各種健康教室

思っていたが︑どんな方法が

します︒
併せて︑各種健康教室も開
催していきます︒十年後も元
気に自分がやりたいと思うこ

海味に嫁ぐまでの間︑東京で

ながら細かい作品を作り上げ

どを考え︑手先を巧みに使い

手芸品のデザインや配色な
いですね！健診の結果から︑

和裁の仕事をしてきました︒

ていくことこそがリネさんの

月岡で生まれたリネさんは︑
ぜひ教室に参加いただきたい

さらにその後︑七十六歳ま
すので︑町の健康教室をご活

お元気の秘訣のようです︒
気で素敵な作品を作り続けて

リネさん︑これからもお元
ください︒
気軽にお声がけください︒

を営み︑鉱山が盛んな頃は早
用ください︒また︑健康相談
も随時受け付けていますので︑ 朝六時前から店を開け︑夜中
までも働いたそうです︒

での五十五年間﹃たばこや﹄

方へは案内通知をお送りしま

とができるよう︑健康でいた

紹介します︒

いきいきと生活しているご
れています︒今年度も特定保
健指導の該当になった方には︑ 長寿さんを紹介し︑お元気の
秘訣をお聞きします︒

私たちの健康づくりには欠か

何ハ
をギ
作レ
ろを
う眺
かめ
考な
えが
るら
時
が
幸
せ
!!
し絵︑ペーパークラフトなど

秘
訣

なんでも得意とし︑部屋の中

生活習慣の改善が必要とされ

の秘
寿

今回は海味第三町内会の清

Ȝ

No.138

せません︒

ご Ƚɋɦ
長
！
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野リネさん︵八十八歳︶をご
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▲昨年度行われた運動教室の様子。
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お元気ですか？
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た

優 太

さん

Hello!
チ ャ ッ

scene.30

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。

おうし座生まれ／２3歳／吉川
寒河江市内の銀行に勤めて２年目になりま
した。昨年担当していた業務は主に外回りで、
たくさんのお客様のお宅にお邪魔させていた
だきました。
先月からは融資業務を担当することになり、
１年目とはまた違うやりがいを感じながら仕
事に励んでいます。
まだまだ分からないことばかりですが、こ
れからもチャレンジ精神を持ち、積極的にが
んばっていきます。
★性格／積極的
★趣味／バレーボール
★理想の女性／落ち着いている人

親子編

Why I want to be like my parents

﹃ゆうこのキャベツぼうし﹄

作・絵／やまわきゆりこ
出版／福音館書店

奈央子さん︵海味︶

話です︒頭にかぶったキャ
ベツの葉っぱを大事に取っ
ておく優しいオオカミの姿
も描かれています︒
この本を読むようになっ
てから︑新しいキャベツを
買うと︑一枚目の葉っぱを
子どもたちは頭にかぶり大
喜び︒この本を通し︑お友
達を大切にする心を持って
︵この本に出てくるオオカ
ミのような︶優しい人に成
長してほしいと思います︒
また︑たくさんの本を読み
聞かせながら︑一緒にいろ
んなことを体験していきた
いです︒

長内

この本は ぐりとぐら
の作者の新作で︑去年の夏
に買った本の一冊です︒
皓音︵ひろと︶はこの本
が大好きで︑毎晩この本を
選んで﹁読んで！﹂と持っ
てきます︒私は︑本の主人
公の﹃ゆうこ﹄を︑妹の﹃詩
音︵しおん︶﹄に代えて読
み聞かせたりしています︒
この本は︑主人公のゆう
ことたくさんの動物のお友
達が︑キャベツの葉っぱを
頭にかぶり﹁オオカミおに﹂
をしていると︑本物のオオ
カミが現れて︑ひょんなこ
とから仲良く一緒に遊ぶお

When I was two to five years old, my family
and I lived a house with two other families. The
other two families were my relatives and each
family had their own room in the house. So
basically, there were either four to five people
to a room and at three bedrooms, thirteen
people total lived in the same house. Since
there were so many people living under one
roof, sacrifices had to be made. For instance, I
remember more than one occasion having to
bathe in the kitchen sink since there wasn’t
really enough time to share one bathroom
between three families.
During that time, the parents of each family
worked very long hours in order to support
everyone. There were many instances when I
would only see one of my parents at a time and
not both at the same time due to their long and
different work hours. Therefore, my sister, who
was about eight or nine years old at the time,
was usually the one who looked after me. In
fact, from the day I was born she’s the one who
often looked after me whenever our parents
were away even though she was practically a
child herself.
But, whenever my parents saw either of us back
then, they were always very happy. I didn’t
realize until recently, but the reason that they
were so happy to see my sister and I was
because the only time they had for leisure
outside of work was spent with us. As much as
my sister and I were happy to see them, I truly
believed that they were hundreds of times
happier to see us. Understanding what my
parents went through back then, I am forever
grateful and in awe of their perseverance to
provide such a wonderful life that my siblings
and I are still continuing to live in.
Charleson Del Rosario
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両親のようになりたい理由
２歳から５歳までの間、私の家族は親戚であ
るもう２つの家族と同じ屋根の下で生活してい
た。その家には三部屋あったので、各家族に一
部屋、また各部屋に４、５人が住んでいた。総
勢13人での生活だった。多くの人が一つの部屋
で共同生活をしていたので、そこには様々我慢
しなければならないことがあった。例えば、両
親が、子供の私たちをお風呂の代わりに台所の
シンクで入浴させることも何度もあった。
あの頃、家族を養うために両親たちは厳しい
仕事につき長時間働いていた。両親は不規則で
長い時間働いたので、母か父のどちらかしか子
どもたちの面倒を見ることができなかった。し
たがって、８、９歳の姉が私の面倒をよく見て
くれた。実は、生まれた時から姉が私の面倒を
見てくれていた。
しかし、あの頃両親が姉と私を見て、いつも
嬉しそうな顔を見せた。最近まで気が付かな
かったけれど、両親は姉と私を見て、とても幸
せだったのだ。両親には時間があまりなかった
ので、仕事以外の時には姉と私と楽しく時間を
過ごした。私と姉はすごく嬉しかったが、私た
ちにもまして、両親は何百倍も嬉しかったのだ。
両親のあの時の苦労を思うと、姉と私のために
豊かな生活ができるように努力した両親を私は
尊敬し、そして、心から感謝している。

チャールソン・デル・ロザリオ

S earch
relative(s)「親戚（の人）」、「親類（の人）」
practically 〜「ほとんど〜」、「〜同然」
in awe of 〜「〜に畏敬の念を抱いて」
perseverance「忍耐」、「忍耐力」≒ patience
siblings「兄弟姉妹」
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平成21年度 小学校別新入学児童数

ち
たち
ぼくた
わたし

学 校 名

『新１年生』です

４月８日、町内の全小学校で入学式が行われました。今号
では、新たに入学した新１年生の皆さんを笑顔とともにご紹
介します。※敬称略、順不同。

おくやま あきら

奥山

翠

つちだ

そ ら

土田

大空

おくやま

たいき

奥山

大輝

やまざき かい

山崎

快

ささじま まさひろ

笹島

正寛

さくらい まごころ

櫻井

真心

ながおか じゅんた

長岡

純汰

睦

合

西

山

川 土 居
沼

山

水

沢

合

計

男

子

1
14
3
2
4
24

4
7
3
1
6
21

合

計

5
21
6
3
10
45

せいの

ふみか

まつだ

しるく

よしみ

しゅんすけ

ふ せ

はるき

さとう

り く

清野

史華

松田

知來

吉見

俊亮

布施

遥輝

佐藤

璃來

ゆづる

すずき

しんい ち

ふるさわ

る き

とうかいりん

ゆうた

さとう

らいき

しぶや

ゆうた

えちご

りん

佐藤

由弦

鈴木

晋一

古澤

琉希

東海林

祐多

佐藤

来紀

渋谷

雄太

越後

凜

おおば

まいと

くどう

しゅうご

舞翔

工藤

秀悟

ふるさわ

しゅり

さくら

古澤

珠梨

長岡

子

さとう

大場

ながおか

女

ふるさわ りょ う

よしだ

こうき

あ べ

たいら

よしみ

もとき

きむら

じょうじ

さとう

あ み

諒

吉田

洸希

阿部

平

吉見

元喜

木村

晟志

佐藤

愛美

さとう

な つ

あらき

はなえ

すずき

あ み

したら

おと

せいの

くろだ

め い

佐藤

奈津

荒木

花恵

鈴木

亜美

設楽

響

清野

ほのか

黒田

芽生

はやさか

れん

し だ

こんの

あさひ

早坂

蓮

志田

あかり

今野

朝日

古澤

さかい

はな

くろだ

さ え

さとう

らんな

いわもと

みおん

くろだ

こと ね

さとう

ま お

酒井

花

黒田

沙詠

佐藤

蘭奈

岩本

海音

黒田

琴音

佐藤

真旺
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おおいずみ しおん

大泉

紫音
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ため︑立ち続けることので
きる足腰や視力のことなど
﹁希望される方については︑
どの製品を手がけており︑

もフーズ㈱や明治製菓㈱な

缶詰メーカー大手のはごろ

図っており︑学校給食や自

行いつつ︑作業の効率化を

年
訪」。第５回の今回は、昭和12年

主な製品

果実・野菜類缶詰

店
詰製造を手がける㈱五百川屋商店

設立年月 昭和34年5月〔昭和12年創業〕

の現場では珍しく︑いわゆ

川屋商店です︒この工場内

を持つ沼山の株式会社五百

昭和十二年創業という歴史

造を主に行っているのが︑

詞とも言えるこの缶詰の製

期保存が可能な食品の代名

という缶詰食品︒常温で長

二〇五年もの歴史がある

応してくださった鈴木課長

験がすべて﹂と︑取材に対

や野菜を加工する技術は経

厚さから品種まで違う果実

事であり︑様々な形や色︑

いて︑﹁生の食品を扱う仕

ようですが︑その理由につ

用したいという考えからの

長く働いてもらえる方を採

る派遣労働者がいません︒

では現在︑十代の方から上
は話してくれました︒

食べ物を作る現場

は六十歳代の方まで約六十

ある方には︑いつまでも働

会社として︑働く意欲の

さらに少し前までは︑定

また敷地内には︑昭和五
いてもらいたいという思い

年という制度が五百川屋商

十二年に建設された第一工

から定年を設けていなかっ

名の方が働いており︑果実

場と平成八年に新たに建設

たということですが︑製品

の缶詰や山菜などの野菜類

された第二工場の二つがあ

を作る工程上︑どうしても

店にはなかったということ

り︑繁忙期には両工場がフ

八時間あまり立っているこ

の缶詰を中心に製造してい

ル稼働で製造にあたります︒

とが求められる職場である

です︒

そして︑五百川屋商店の

ます︒

工場内には︑こうした製造

による一番人手の必要な選

カバーできる二重三重の仕

いる他の同僚たちがそれを
されています︒

別や缶詰に詰めるといった

カロリーや糖分を控えヘル

組みが︑食品に求められる

シーさを売りにした商品を

作業のオートメーション化

現在の製造システムを取り

製造する一方︑昔ながらの

安全︑安心には必要なこと

安全・安心のために

入れているということです︒

濃厚な甘みを好む方にも受

だということでした︒

もちろん︑コストの大半を

け入れられるよう糖分を使

も検討されましたが︑メン

人件費が占めることを考え

わずに甘みを出せる高級甘

テナンスの費用も少額では

るとさらなるスピードアッ

味料を取り入れるなど︑こ

そうした手間ひまをかけ

プも魅力的ですが︑それを

れからも時代に合わせたさ

こうした安全︑安心はも

しない理由のひとつは︑機

らなる機能性や付加価値づ

ないことや︑人の目が行き

械で防げない事故を防ぐた

る工程もある中で︑先進地

めに︑やはり最後は人間の

くりに取り組んでいきたい

ちろん︑五百川屋商店では

感覚が頼りなのだそうです︒

と意気込みを語ってくださ

近年の健康志向に合わせ︑

時に︑一人のミスがあった

いました︒

届かなくなることへの懸念

としても︑製造ライン上に

もあり︑あえて人手のいる

しても安全安心への配慮が

かし︑輸入されたものに対

百川屋商店独自の技術を活

法も果実が傷まないよう五

洗浄が行われ︑その洗浄方

れらは西川の水を使用して

す︶とに分けられます︒そ

の飼料として再利用されま

︵このシロップは家畜など

原料となる果実とシロップ

場内で容器から開けられ︑

で︑その輸入原料は一度工

ないものもあるということ

ては外国産に頼らざるを得

58名(うち町内22名)

をご紹介します。
従業員数

缶
創業という歴史を持ち、沼山で缶

缶詰にこだわりを込めて
全国各地の食品売場へ

西川の水を使用

六十五歳まで勤務を延長す

現在︑五百川屋商店では︑

る制度﹂が取り入れられた
より多くの注文に対応でき

を考えて定年制を見直し︑

ということです︒
毎年二︑三名程度の新規採
衛隊などで使用される大型

るよう必要な設備の導入を

用を行っており︑こうした
の缶詰は一日最大五百ケー

また︑五百川屋商店では︑

採用には︑近年︑寒河江市

用の小型缶は二千五百から

や近隣市町からも応募があ

二千六百ケース︵約十四ト

ス︵約十トン︶︑主に家庭

できるだけ長く︑そして

るそうです︒
やりがいを持って働いても
ン︶を製造できる体制がと
また︑原料の多くは︑安

らいたいということもさる

全安心な国産のものを使用

られています︒

元の会社へ就職してもらい

ことながら︑町内の方に地
たいという希望もあるとい

しています︒しかし︑国内

1,000万円

といわれる西欧の機器など

▲五百川屋商店の工場では、よく食品
売場で見かける商品から、あまり見
かけない高級感のある缶詰まで様々
な商品が製造されています。

株式会社五百川屋商店
うことでした︒

で手に入らないものについ

自慢の逸品
Master Piece

いくシリーズ「西川町の産業探
資 本 金

孝八
表

西川町の企業、産業を紹介して
て
74-2138
Ｔ Ｅ Ｌ

鈴木
代表取締役
社
長

代

（工場)沼山1138
所
住
寒河江市から通勤しているとい
う寺崎さんは今年で３年目。検査
を担当しており、毎日の原料の
チェックから特殊な機器で３年後
の状態にした缶詰のチェックまで、
膨大な量の検査項目を先輩と２人
でこなしていきます。
他の社員の方より、常に１時間
は早く出勤するという寺崎さん。
「原料に問題がないかどうか」寺
崎さんの一日はそのチェックから
始まります。
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真綾さん
寺崎

Imogawayasyoten Corporation
西川町の産業探訪

から︑作業の安全を祈願する

木材の伐採が始められること

統合小学校の校舎に使用する

思表示をいただきました︒

ら売り渡しても良いとする意

などの理由から︑十二地区か

程度の伐採に適した杉である

吉川の沢入地区で四月二日︑ る区有林の多くが林齢六十年

安全祈願祭が町︑区︑西村山地

るための公募が︑昨年十

新しい学校の名称を決め

られている統合小学校の

を目指し︑造成がすすめ

平成二十四年度の開校

西村山地方森林組合が各地区
称であることや︑わかり
やすいことなどを考慮し︑ に働きかけたところ︑所有す

の結果︑未来永劫残る名

ついて検討しました︒そ

︵同七件︶などの候補に

山︵同十件︶︑月山西川

︵応募数二十七件︶︑月

きるだけ町内から賄おうと︑

で︑この膨大な量の木材をで

石︶の木材が使用される予定

二千八百立方メートル︵一万

る西川小学校の校舎には︑約

なればとの考えから行われる

れは︑確実な町産材の利用及

にない手法が取られます︒こ

て支給するという︑これまで

設請負業者に建設用資材とし

品購入として契約し︑学校建

今後の予定としては︑伐採
方森林組合などの関係者約三
十名が出席して行われました︒ された木材を町の製材協同組
合が板材等に加工し︑町が物
海味に造成が進められてい

二月十五日から行われ︑
西川小学校とする案を選

▲

2

町の予算を詳しく
そしてわかりやす ！
そしてわかりやすく

緑小学校

2
くろゆり小学校

1
三山小学校

1
これまで町の予算概要や主要事業
については、この広報紙（４月号）
の紙面約10ページを使用してお伝え
してきた経緯がありますが、今年度
から新たに町報の別冊として作成し、
全戸に配布することになりました。
これは、平成21年度の予算の内容
や、重要事業について紙面を十分に
活用し、わかりやすくお伝えしよう
と行われるものです。
ぜひご家族でご覧いただき、今後
のより良い地域やまちづくりのため、
ご理解とご協力をお願いします。

雪と緑と太陽小学校

1
ぶなの森にしかわ小学校

1

任栄養士・今野康子︵健康福
祉課主任栄養士︶▼建設水道
課主事・服部敦嗣︵教育文化

▽課長級
兼指導主事︶▼飯野密太郎

▼八矢好幸︵教育文化課主幹

課主事︶

▼総務企画課長・髙橋勇吉
︵町民税務課税務係長︶▼井

異動の状況についてお知らせ

︵健康福祉課長兼地域包括支
上美恵子︵健康福祉課主任︶

▽退職

援センター所長︶▼健康福祉
▼早坂力︵教育文化課主任業

します︒新職名・氏名︵現職

課長兼地域包括支援センター
務員︶▼片倉利廣︵教育文化

▼伊藤幸廣︵総務企画課長︶

所長・古澤勝廣︵病院事務
課主任業務員︶

名︶の順に掲載しています︒

長︶▼病院事務長・荒木一範
▽新規採用職員

…

西川中央小学校

応募総数

おり︑地域ごとに様々な課題

は︑現在十二地区で行われて

ている地域支援職員派遣制度

平成十八年度から進められ

加等をよろしくお願いします︒

で︑地域の皆様も積極的な参

りの協力を行って参りますの

地域のために職員もできる限

この制度は地域の要請を受

に取り組んでいます︒
け︑町職員を地域に派遣し︑
地域が抱える課題等について
協働して解決していこうとい
うものですが︑丸三年を経て
少しずつ成果も見えてきてい
ます︒
このたび︑役場内の人事異
動に伴い︑地域支援職員も担
当地域の変更や補充などが行
われ︑四月一日︑新たに職員
地域支援職員辞令交付︒

ということです︒

ろまでには完了する見通しだ

順に各地区へ移動し︑七月ご

道などの状態を考慮しながら

吉川地区から︑雪解けや作業

予定で︑今回作業が行われた

んだ地区から作業が行われる

今後︑立木売買の契約が済

慨深そうに話す方もいました︒

たちの杉が使われることを感

とは思わなかった﹂と︑自分

林︶がこんな形で活用される

て替えに備えて植えられた杉

の中には﹁学校林︵昔︑校舎建

安全祈願祭に参加された方

ものです︒

び町内産業の活性化の一助と

町民の皆さんから七十八
考︒教育委員会での議決
を経て︑その後︑三月定

件もの応募をいただきま
これを受けて︑町統合
例議会に提案され︑賛成

吉川沢入地区にある杉林で行
われた安全祈願祭の様子︒

した︒
小学校推進委員会が一月
多数で可決されました︒

…

二十六日に開かれ︑西川

10
月山小学校

任管理栄養士兼健康福祉課主

7
に対して辞令が交付されまし

問

今年度は

1
にしかわ小学校

︵病院事務長補佐︶▼教育文
化課主幹兼指導主事・渡辺聡
︵教育文化課課長補佐兼指導
主事︶
▽課長補佐級
▼町民税務課課長補佐︿町民
生活兼危機管理担当﹀・柴田
栄一︵町民税務課課長補佐
︿町民生活担当﹀︶▼病院事
務長補佐・片倉正幸︵町民税
務課保険給付係長︶
▽係長級
▼町民税務課税務係長・松田
憲州︵町民税務課地籍調査係
長︶▼町民税務課保険給付係
長・奥山純二︵建設水道課主
任︶
▽主任・主事
▼教育文化課主任・工藤誠

祝

四月一日付︑町職員の人事

月山西川小学校
た︒この新しい体制のもと︑

☎７４−４４０３
総務企画課企画係

町制施行

情報の共有をめざして!

︵産業振興課主任︶▼病院主

進学のため町外へ転出される予定の皆さんへ

こんな町づくりを
進めます。

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。

55
5
5周年
年

手引き」

1：西川町予算の
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小学校造成現場を見学する
保育園児たち。

78

がっさん小学校

聡
大泉
将平
阿部
美奈子
阿部

教育文化課主事
産業振興課主事
健康福祉課主事補

地

町

▲

この大会の予選会を兼ねた
三月三日に県知事より表彰状

川︶が最優秀賞に見事輝き︑

詰めの部で髙橋光弥さん︵吉

や糖度による審査の結果︑裸

部に七十二点が出品され︑色

した︒化粧箱の部と裸詰めの

等の主催で七月に開催されま

会が︑県Ｊ Ａ園芸振興協議会

ぼの新品種﹁紅秀峰﹂の品評

いことなどが魅力のさくらん

祝賀会が月山志津温泉にお

日︑この快挙を受け︑受賞

したことから︑三月二十六

賞︵総務大臣表彰︶を受賞

今回見事︑最高賞となる大

津温泉﹁雪旅籠の灯り﹂が

とイベント大賞で︑月山志

募があった第十三回ふるさ

四十七件ものイベントの応

ターが主催し︑全国から百

財団法人地域活性化セン

六年ぶり二度目の優勝

た︒決勝は︑これま

ち上がっていきまし

にトーナメントを勝

トの九名が一丸となって順調

ンド産直センター︵寒河江市︶

ョーが二月二十日にアグリラ

れるさがえ西村山フラワーシ

技術の向上を目的として行わ

花木︑花き類の品質と栽培

者︑約七十名が招かれ盛大
はじめに地元温泉組合を

に催されました︒

元の力を合わせて︑さらに

た方々から﹁これからも地

また会場では︑出席され

いしました︒

りへのさらなる協力をお願

て報告を行い︑雪旅籠の灯

た表彰式のことなどについ

に東京フォーラムで行われ

田昭宏さんが︑三月十一日

灯り実行委員長を務めた志

ちを述べ︑続いて雪旅籠の

た多くの方々に感謝の気持

がこれまでご協力いただい

代表して︑清野正一組合長

来年度のさらなる飛躍を誓って

二月十一日の西村山地区バレ
が贈られました︒

で幾度となく対戦し
で開催され︑花の色や形︑枝

▼町内の入賞者＝▽金賞・髙

がんばってほしい﹂などと
激励の言葉が寄せられ︑今
回の受賞を祝福していまし
た︒

▲

スポーツ少年団︵剣道︶のこ
れまでの功績が認められ︑山
形県スポーツ少年団の優良団
表彰を受賞したことが大江会
長から報告されました︒
■大会の結果／▽小学校低学
年の部①伊藤朔人︵川土居小︶
②新宮広大︵寒河江︶▽同高
学年の部①東海林達徳︵水沢
小︶②尾形颯眞︵同︶③東海
林亮平︵同︶③新宮将史︵寒
河江︶▽中学生男子の部①佐
藤佳輝②尾形大樹③渋谷樹生
▽同女子の部①小川千夏②菊
池美悠③佐藤和佳▽一般の部
①古澤伸司②飯野孝③三浦昭
一③大泉聡
敬称略︑丸数字は順位︒
※
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県産紅秀峰品評会で
髙橋さんが最優秀賞

西川中男子バレー部が三月
ーボール協会長杯でも見事優

ている強豪山形六中
ぶりなどで審査が行われた結

第二︑第三セットを
橋春二︵啓翁桜︶︑▽銀賞・
受 賞 記 念 祝 賀 会 が 志 津で
開かれました︒

町剣道連盟︵大江
広康会長︶が主催す
る町剣道大会が三月
二十九日︑水沢小体
育館で開催されまし
た︒
今年で五十一回を
数える今大会には︑
小学生から一般の部
まで約三十名が参加︒
小学生︑中学生の各
クラスは一試合三分
の総当り戦で行われ︑

今年制作された雪旅籠

また︑開会式の中で︑栄光

気合の入った掛け声とともに

第13回ふるさとイベント大賞受賞祝賀会を開催

佐藤錦より大玉で甘みが強

一日︑山形市総合スポーツセ
勝し︑堂々の一位で予選を通

西川中男子バレー部が

ンターで行われた第三十九回
過しました︒今大会でも松田

との試合となり︑第
果︑出品された五十一点の中

連取︒見事に逆転で

いて︑県や町︑地元の関係

県中学選抜バレーボール大会

一セットを先取され
から髙橋春二さん︵吉川︶の

一平部長を中心にチームメイ

る苦しい立ち上がり
啓翁桜が︑見事に最高賞とな

フラワーショーで
髙橋さんが見事金賞

に出場し︑見事︑参加二十四
校の頂点に輝き︑優勝旗を手

となりましたが︑チ

勝利し︑六年ぶり二
志田みどり︵同︶︑髙橋千夏

ームが得意とする拾
る金賞を受賞しました︒その
ってつなぐバレーで︑ 他の入賞者は次のとおりです︒

度目の優勝を飾りま
︵同︶︑▽銅賞・佐藤辰彦︵ム
シカリ︶ 敬
※称略︒

した︒

今回、「子育て支援金事業」の第32番目の該
当者となったのは、奥山大伸さん、悦子さんご
夫妻（海味）で、２月27日に奥山さん宅で近松
町長から祝い金が手渡されました。
昨年12月７日に、3,094ｇで生まれた旦紀人
（あきと）くんは、可南人（かなと）くん（５歳）
、
陽朗人（ひろと）くん（２歳）２人のお兄ちゃん
にもかわいがられ、すくすく育っています。
３番目は安産だったと言う悦子さんと、今回
初めて出産に立ち会ってとても感動したという
大伸さんは、「みんな元気に育ってほしい。そ
して、一緒に酒が飲める日が来るのが楽しみで
す」と笑顔で話してくれました。

また一般の部は一試
合四分のトーナメン
競い合っていました︒

ト戦で︑日頃磨き上げた技を

第51回西川町剣道大会開催

▲西川中男子バレー部の皆さん
（写真＝西村山地区大会で見事に優勝し、１位で
予選を突破。2月11日）

荒木とりゑさんが３月24日にめでたく満100歳と
なられ、この日、近松町長から賀詞とお祝いが手
渡されました。
荒木さんは百年前の明治42年、伊藤惣太郎さん
の二女として吉川にお生まれになり、その後沼山
へ嫁いでからは、町議会議員としてご活躍された
ご主人を長年支えて来られました。この日、会場
には、誕生日をお祝いするためにバースデーケー
キも用意され、ケーキの上に灯されたろうそくの
火を勢いよく吹き消すと、会場からは大きな拍手
が送られました。
このたび100歳となられた荒木さんは、町で16人
目の100歳ということになりました。荒木さん、こ
れからもお元気でお過ごしくださいますようお祈
りしています。本当におめでとうございました。

にしました︒

荒木さんが満１００歳に

NETWORK
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道そ
にれ
輝ぞ
いれ
ての
奥山さんご夫妻に
第３子 旦紀人君誕生

雛祭り行事の一つとして知
られる流し雛が四月四日︑玉
貴︵間沢︶から降りた寒河江
川河川敷で行われ︑県内外か
ら約三百名もの方が一目見よ
町内の小学生と保護者らが

うと訪れました︒
紙でできた雛人形に﹁頭が良
﹁字を上手に書けるようにな

くなるように ︵｣菊池憲斗君︶︑
りたい﹂︵阿部歩君︶など思
い思いの願いを込め︑笹舟に
乗せて川面に流しました︒
この流し雛は︑山形市の雛
人形研究家・安部英子さんと︑

十六日の西川中学校をはじめ︑ た西川中学校では︑はじめに

今年度︑六十六名が卒業し
た県道月山志津線を一般の方

オープンに合わせて除雪され

四月十日の月山スキー場の

三月に入ってから町内では︑
伊藤校長が一人ひとりに卒業
に歩いてもらおうと四月四日

二十七日には保育園で卒園式
て卒業生へお祝いの言葉を贈

これからの明るい未来を願っ
十名の方々が参加しました︒

れ︑県内外から二日間で約八

の回廊ウォーキングが開催さ

かしい功績を称えるとともに︑ と五日の両日︑第五回月山雪

十八日には町内五つの小学校
でも卒業式が行われ︑さらに︑ 証書を授与し︑これまでの輝
が行われました︒
りました︒
参加者は︑高いところで十

ていました︒また︑特設の休

旅立ちの言葉として卒業生

道路を姥沢駐車場から約二時
憩所では甘酒が振る舞われ︑

壁を見上げながら︑約六㎞の

自分たちの様子や︑東京研修
間かけて歩き︑除雪をする際
何度もお代わりをする姿も見

ｍ を超えるという見事な雪の

や合唱などの思い出︑六十六
の苦労や︑眼下に広がる広大
られました︒

を代表して阿部大樹君が︑三

名の仲間と出会えたことへの
なブナ林などについて説明す

年前に不安とともに入学した

感謝の気持ちを述べました︒
るガイドの話に聞き入ってい
参加者からは︑雪の壁を見

そして十八日には︑保護者
途中︑一番高い雪の壁の高
月山の新たな魅力に触れた一

て﹁すごい﹂﹁すばらしい﹂

町内の全小学校で卒業式が行
さ当てクイズが行われ︑参加
日となったようでした︒

なられた方を対象にした講習

新消防団員や新しく幹部に
び︑﹁わにわにのおふろ﹂や

︵西谷與藏会長︶からこのた

西川月山ロータリークラブ

本が手渡されると︑園児たち

西谷会長から園児代表に絵

同園で贈呈式が行われました︒

などと絶賛する言葉が聞かれ︑

われました︒五十五名が︑六
者は勘を頼りに答えを記入し

や地域の方々が大勢見守る中︑ ました︒

年もの間大好きな仲間たちと

会が三月八日と九日︑西川交
﹁きんぎょがにげた﹂などの

は大事そうに受け取り︑﹁あ
りがとうございます﹂と元気
な声でお礼の言葉を返してい

動を行っていただいており︑

草取りなどのボランティア活

の絵本の読み聞かせや園庭の

には例年︑にしかわ保育園で

する観光講演会が役場で開催

動向と各地の観光戦略﹂と題

をお招きし︑﹁最近の観光の

ーチセンターから服部卓郎氏

旅行カンパニーじゃらんリサ

三月十三日︑㈱リクルート

西川月山ロータリークラブ

ました︒

さらに︑これまでにもたくさ

され︑町内で観光に携わる約

いました︒

どしながら熱心に耳を傾けて

でき︑参加者はメモを取るな

家ならではの話を聞くことが

の最先端を常に見ている専門

欠であることなど︑観光業界

地域の魅力を磨く努力が不可

地消などの取り組みとともに

つであることを認識し︑地産

や︑食が重要な観光資源の一

ットを利用して行われること

宿泊予約などはほとんどがネ

ターネットが急速に普及し︑

主催したもので︑現在︑イン

これは月山朝日観光協会が

六十名の方々が参加しました︒

んの絵本を寄贈していただい

参加者は雪の回廊の高さに驚き、
何度も見上げたり、壁の前で写真
を撮ったりしていました。

ています︒

観光の最先端を学ぶ

過ごした学び舎に別れを告げ
ました︒
また二十七日には︑にしか
わ保育園でも卒園式が行われ︑
宮林園長から年長児四十七名
一人ひとりに卒園証書が贈ら
れ︑園児たちは﹁毎日︑おい
しいお料理を作ってくれてあ
りがとう﹂などと保護者にこ
れまでの感謝の言葉を添え︑
卒園証書を手渡していました︒

流センターあいべと町民体育

五冊の大型絵本がにしかわ保

育園に贈られ︑三月十三日に

館で開催され︑消防団員とし
ての知識や動作などを学びま
した︒
今回の講習には︑総勢約六
十名が参加し︑講義のほか︑
各個訓練や小隊訓練︑ホース
の扱い方などの実技も行われ︑
団員たちは真剣な表情で取り
組んでいました︒

る玉貴が共同で十年前から行
っているものです︒

月山スキースポーツ少年団
の皆さんが三月十五日︑練習
でお世話になった町民スキー
場をきれいにしようと︑駐車
場などのゴミ拾いを行いまし
参加した約二十名の小学生

た︒
と保護者たちはビニール袋を
片手に︑空き缶やビニールな
どのゴミを拾い集め︑最後に
きれいになったゲレンデに一
礼して今シーズンの練習を締
めくくりました︒

道路のゴミを拾う子どもたち。

さい。
報をお寄せくだ
身近な話題や情
74 -4 4 0 3
☎
課企画係まで
画
企
務
総
場
役

雛人形の展示に力を入れてい

西谷会長から絵本を受け
取り大喜びの園児たち。
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見
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る
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の
壁
に
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の
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西
川
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て

にしかわ保育園卒園式
川土居小学校卒業式
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仲
間
た
ち
と
過
ご
し
た
思
い
出
を
胸
に
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て

西川中学校卒業式

町
民
の
安
全
を
守
る
た
め
に
雛
人
形
に
願
い
事
を
託
し

西川町長賞

西川︵六三四号︶ 平成二十一年四月十五日発行

〜第２回月山の四季フォトコンテスト〜

編集発行
山形県西村山郡西川町役場

春の鼓動

印刷所

撮 影 者：松嶋成幸氏（山形市）
撮影場所：姥沢駐車場近くのぶな林

㈱若月印刷

▽選評：残雪の森を捉えられた表現ですが、スポット的
な光の効果を見極めて、とても叙情的な逸品に仕上げら
れています。画面下に見える霧の情景も効果的で、とて
も神秘的な雰囲気が醸し出されました。画面構成のバラ
ンスも的確で、実に上手くまとめられていますし、細部
のディテール描写も巧みでした。このタイトル通りに、
脈々とした自然の鼓動が聴こえてきそうな気がします。
江口愼一

今月の表紙

毎年十一月上旬から閉鎖さ

れ︑冬期間は車の出入りが全

くなくなる県道月山志津線は︑

志津温泉から月山スキー場ま

でをつなぐ約五㎞の道路です︒

今年も四月十日のスキー場

オープンに向けて三月十一日

から除雪作業が行われ︑この

日も雪が覆って全く見えない

道路を︑勘を頼りに探りなが

ら進んでいくという作業が行

現場責任者の遠藤建設㈱・

われていました︒

阿部卓さんが︑﹁天気にも恵

まれ︑作業の方も順調に進ん

でいる﹂と話すその後ろでは︑

ロータリー除雪機が上へ上へ

と︑豪快に雪を飛ばしていま

した︒

よく取材先で﹁町報担当し

て何年目か﹂と最近聞かれま

すが︑実はこの四月から真価

が問われる三年目に突入しま

した︒よく三年で一丁前とも

言われますが︑どうなること

︒この一年間で一丁前
やら …

この広報紙は再生紙を使用しています︒

ってやって下さい︒︵黒田︶
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になれるかどうか温かく見守

大江町左沢

月山の四季フォトコンテスト審査委員長

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。
4／１ 現在の人口と世帯数 人口 男 3,260人 女 3,457人 計 6,717人 世帯数 1,948 （ ）
は前月比
（−13）
（−1）
（−14）
（−2）
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