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西川町

観光振興に県の支援を

す︒
町民

月山︵登山道︶の木道で

すが︑本当に状態が悪くなってい
ます︒木道が途中から折れていた

す︒
今︑一番関心を抱いてい

るのが︑地滑りの件です︒大網︑

町民

改修についてご配慮をお願いしま

歩きづらいことから︑ぜひ木道の

り︑あるいは傾斜がついて非常に

七五三掛地区の地滑りの実態を他
人事とは思えず︑気にかけていま
月山の直轄事業について︑県で

す︒
も大変な負担を強いられているよ

子どもたちが民宿に宿泊し︑今年

町へ仙台圏などから三千名ほどの

中学生の教育旅行です︒現在︑本

うひとつの観光の取り組みは︑小

ろです︒今後とも継続的な取り組

を申し上げたいと思っているとこ

とに対して︑大変うれしく︑御礼

識し取り組んでいただいているこ

ても︑その緊急性というものを認

うですが︑知事さんにおかれまし

は︑昨年と比べて約千名の増加と

して︑たくさんの意見や要望など

高齢化の問題など幅広い分野に対

の参加者からは︑産業や子育て︑

これも県の支援︑特に山形県ソウ

昨年は延べで三百七十名を超え︑

キーヤーの誘客にも努めており︑

近年は月山スキー場へ韓国人ス

観光素材のたくさんある町です︒

日連峰に囲まれた県内屈指の自然

まだ多くの問題があります︒それ

境の維持保全︑人材育成などまだ

しかし︑お客様の足の確保︑環

だいています︒

の整備に積極的に取り組んでいた

街道につきましても︑県でも街道

また︑出羽三山信仰の六十里越

の六十里越街道については広域連

感謝申し上げたいと思います︒こ

備していただくことになっており︑

志津地区の大変重要なところを︑

しまして︑今年も県の歩道整備で︑

もう一点は︑六十里越街道に関

この西川町は︑月山︑朝

今号では︑約二時間の意見交換
ル事務所には︑韓国エージェント

みをお願いしたいと思っています︒

の中で出された町民の方からの質
との架け橋となっていただいてい

携ということで︑隣の旧朝日村や︑

なりました︒

問や意見等と︑それに対する知事
ぞれ県のご担当の皆様に対し︑ご

まっていますので︑県より︑ご支

ようということで︑今︑動きが始

三市二町で山形県の横軸を形成し

ただいています︒ご了承下さい︒

いのだろうと思っています︒私も

面から考えていかなければならな

山形に来ていただく︑そういう両

所で山形の宣伝をたくさんして︑

また︑本町で力を入れているも

直轄でやって下さるということで

うことで十三億円近くの予算で︑

国のほうもしっかり対応するとい

願いしました︒そしてこのたび︑

体制を組み︑国の方にもすぐにお

ご支援を賜りますようお願いしま

相談申し上げますので︑今後とも

り︑廃止になっているという状況

たわけですが︑燃料の高騰等もあ

台空港から山形市へのバスもあっ

と供給の関係ということです︒仙

知事から話があったように︑需要

するアクセスということですが︑

下︑県︶

町︑寒河江市︑西川町︑鶴岡市の

さらには街道沿線の山形市︑中山

が出されました︒

の回答についてご紹介します︒な
ます︒今後も継続的な設置をお願

援︑ご協力をお願いできればと思
観光の方はがんばっていきたいと

す︒県でも十二億円を計上して対

です︒

まの山形県の姿を見ていただく︑

われるのです︒そうしたあるがま

って︑全てが揃っている県だと言

きる温泉もあって温かな人情もあ

がおいしくて︑そしてゆったりで

ころは本当に緑が豊かで︑食べ物

他県から来ますと︑山形というと

たり前みたいに思っていますが︑

ます︒県に住んでいるとそれが当

源に恵まれている県だと思ってい

あとでその辺の詳しいところに

大事ではないかと思っています︒

緒にやっていく︑そこのところが

心になって下さることで︑県と一

要ですし︑地元の方が何よりも熱

増やしていくということも大変必

ていると聞いています︒観光客を

いますが︑県の方でもお願いはし

ないとなかなか難しいのかとも思

バスだとそういう点もしっかりし

費用対効果もあって︑民間経営の

も心してやっていきたいと思って

ならないと思っていますので︑私

山の周りは注意していかなければ

ていかなければいけない︒特に月

はり全体的にしっかり注視して見

な報告もいただいていますが︑や

で危険なところはないというよう

はなく︑広範囲に調査をしたうえ

七五三掛地区だけということで

と考えているところです︒

きを止めるよう努力していきたい

協力しながら︑今後とも継続して

問題もありますので︑西川町とも

っています︒やはり需要と供給の

はよく考えていく必要があると思

ターゲットにして︑交通について

でなく︑台湾からのお客様なども

ですので︑韓国からのお客様だけ

めて七万人を超えるといった状況

が︑しかし︑県全体としては︑初

外国のお客様をお迎え

っています︒
思っていますので︑よろしくお願

応し︑とにかく本格的な工事を早

そして山形に来てゆっくりしてい

ついては︑総合支庁のほうからお

交通の方のアクセスについては︑

く始めて︑一刻も早く地滑りの動

観光のお話をお伺いしま

ただいて︑身も心も生き返ったよ

願いしたいと思いますが︑その前

木道については︑以前から要望

ですが︑最近客足が鈍っています

働きかけていきたいと思っていま

それはわかりませんが︑来ていた

います︒しかし︑何もしなければ︑

様が来て下さるのではないかと思

が︑国内外から︑これからもお客

西川町では月山ということです

います︒

いきたいというふうに私は思って

﹁早く戻りたい﹂﹁何とか止めて

が避難していらっしゃるのですが︑

す︒七軒のお宅のうち五軒の方々

まにしておいたら︑崩れるだけで

㎝ 以上動くのです︒それをそのま

ました︒ですから︑一週間で七十

時には︑一日に十㎝ 以上動いてい

に大変な状態でした︒私が行った

際に見に行って参りまして︑本当

今回の鶴岡の七五三掛地域に実

せていただきたいと思っています︒

いのかと思っていまして︑検討さ

ますが︑県としても何とかならな

管理というようなことも聞いてい

的にも国立公園ということで国の

うようなことでした︒また︑場所

融けないと木道がわからないとい

の際︑冬だったこともあって雪が

した︒調べてもらいましたが︑そ

かならないものかなと思っていま

の事業の存続をお願いします︒

終わるということですが︑ぜひこ

させていただきたいと思います︒

どういった対応が可能なのか検討

また︑木歩道につきましても︑

す︒

だいたお客様に対しておもてなし

をいただいていまして︑私も何と

また︑韓国からのお客様の関係

うな感じで︑元気になって帰って

います︒

いただける︑そんなふうにしてい

していただいて︑﹁また来たいな﹂

くれ﹂というような声があり︑こ

今年度で直接支払制度が

た︒やはり︑畑に変えていかなけ

という事業を行っていただきまし

また︑髙橋知事の時に︑畑地化

町民

農業への支援の継続を

と思っていただき︑リピーターを

れは大変なことだと︑県でもすぐ

村山総合支庁の補足説明︵＝以
増やすとか︑山形県のソウル事務

きたい︑つまり観光に力を入れて

に地滑りの話もありました︒

した︒私も実は︑山形県は観光資

知事
いしたいと思っています︒

街道の雰囲気を損なわないよう整

お︑紙面の都合上︑町民の方から
いしたいと思います︒

町民

吉村美栄子氏

知事と語ろう市町村ミーティング
県内の市町村

を知事が訪問し︑

地域が抱える問

題や課題を話し

合う﹁知事と語

ろう市町村ミー

ティング﹂が︑

六月十九日︑西

川交流センター

あいべ大ホール

において︑約九

十名の方々が参

加して行われま

した︒
吉村美栄子県

知事と︑直接話

ができる貴重な

機会ということ

in

の質問等は要約して掲載させてい

もあって︑会場

山形県知事
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町民 の 声 を
県政 に 届けよう
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れば大規模な経営はできないと考
略的なことも含め検討を始めてい

かというようなことについて︑戦
エコ農業という言葉を使っていま

か︑減肥料︑有機栽培的な方向に︑
すが︑肥料をなるべく使わない方
向でやっているところなのです︒

で終わりということになっていま

での時限立法ということで︑五年

は平成十七年度から二十一年度ま

お話の中にあった直接支払制度

っては受け入れられるのではない

いうことの方が︑消費者の方にと

からも肥料をなるべく使わないと

しれませんので︑安全︑安心の面

とっても化学肥料は良くないかも

よく考えれば︑肥料代がかからな

すが︑県としてもこれを存続して
か︑私自身も消費者なのですが︑

とがんばっていただきたいなと思

いただけるように︑国に要望とい
そのように考えているところです︒

いということになります︒健康に

う形で行っていきたいと思ってい
その辺のところもご検討いただけ

っています︒

ぜひ︑皆さんも一緒になって私

るところです︒

えていますので︑今後ともよろし
くお願いしたいと思います︒
町民 特に最近︑農家が困って
いるのが︑肥料︑資材等の高騰で
す︒これは物によっては六割も高
騰しているということで︑県︑行
政とは直接関係ないと言われるか
もしれませんが︑こういった資材
等の高騰を防ぐ手立てを要望しま
す︒
ます︒

ところもあり︑楽しみでやってい

方もいますし︑兼業でやっている

らご自分で食べる分を作っている

わっていて︑販売されている方か

ますが︑たくさんの方が農業に携

か︑そういう比べ方もあると思い

工業製品に比べてかなり少ないと

ています︒その販売額がどうとか︑

形県は農業県だというふうに捉え

ものを大事に思っていまして︑山

緒になって農林水産業というもの

そのためには︑県民の皆さんと一

っていきたいと思います︒そして︑

呼応して︑食料基地としてがんば

んばっていますので︑県もそれに

料自給率を上げるということでが

うしたことから︑国のほうでも食

くないことだと思っています︒そ

ないというこのことは︑大変に良

らの輸入に頼らないと食べていけ

ということで非常に低く︑外国か

日本全体の食料自給率が四十％

は思いますが︑肥料の値段が上が

やるということもひとつの手だと

ありました︒肥料を使って農業を

最後に肥料の高騰というお話が

と思います︒

ですので︑よろしくお願いしたい

望もいただいており︑現在検討中

ふうに聞いていますが︑継続の要

事業は平成二十二年度までという

業というものがあると思います︒

た︒やはり︑その地域に合った農

それから畑地化のお話が出まし

にかかるコスト削減に努めたいと

れから指導を行い︑少しでも経営

う﹂ということで普及所の方でこ

しょう﹂﹁適切な量を使いましょ

と︑肥料の﹁過剰な施肥を抑えま

ところです︒

ほぼ計画どおり順調に進んでいる

クタールが採択になっています︒

年度新規に岩根沢地区︑五・七ヘ

知事 私は︑農林水産業という

るところもありまして︑つまり︑
ったときは本当に大変だと思いま
考えているところです︒

ればと思っています︒

農業に携わっている県民が多いと
を活性化して︑農林水産業の産出
す︒今は少し下がったかも知れま

かく県内で全て賄えるようになれ

大事なものです︒山形県は︑とに

というのは永遠の課題というか︑

生きていく限りにおいて︑食べ物

いただきたいと思っています︒木

らどのようにやっていけば良いの

ググループを作り︑実際にこれか

が本部長になり︑六つのワーキン

進本部というものを立ち上げ︑私

この四月に農林水産業活性化推

非常に木目が細かい︑木肌の美し

この西川町には︑西山杉という

いるのだと実感したところです︒

しましては︑できるだけ減農薬と

だなと思っています︒ただ︑県と

ことですので︑かなり難しい問題

はまったくコントロールできない

も知れないということで︑自分で

す︒

り組んでいきたいとも思っていま

森林整備というようなことにも取

間伐など︑緑環境税を活用した

いうのが二つほどありますが︑そ

肥料の件について付け加えます

水田畑地化については︑今

私は思っており︑これからも農業
額もアップするというような方向

県

を大事にしていかなければならな
で考えています︒

ば良いと思っています︒

は温もりがあります︒ぜひ︑木を

い杉があると聞いています︒ぜひ

せんが︑また上がるときがあるか

いと思っています︒そして人間が

の一つは︑杉の間伐事業の実行で
使った公共施設を実現していただ

町民

林業が抱えている問題と

県産木材の活用に期待

す︒今︑間伐をしないと優良な材
きたいということをお願いします︒

試験実習林のこともお話を伺い
ました︒そこは︑まだ見たことが

のですから︑効果的な使い方をし

県産材として︑いろいろなところ

ていけたらと思います︒

ありませんので︑ぜひ見せていた

統合小学校の建設に西川町の杉が

山は宝だと︑叔父がよく言って

に使われるようになるといいなと︑

間伐を何とかできるようになって︑

が生産できないという状況になっ

今︑山林に手が行き届か

なくなり︑山林が荒れてきていま

町民

ていますが︑まだまだ予算的な措
置がありません︒所有者の負担が
ないような支援をお願いしたいと
思っています︒
要望なのですが︑県林業試験場

使われるように町長さんがお考え

いたのを思い出します︒先祖から

だく機会を得たいと思っています︒

の実習林をぜひ一回見ていただい

になっているということをお伺い

す︒

ついて︑運賃補助として県から立
て︑今の山林︑林業というものに

して︑大変安心したところです︒

それから︑合板材︑チップ材に
法メートルあたり千円以上いただ

対して︑せっかく作ったこの林業

材に比べて高いなどの理由で使わ

たいと思っているのですが︑外国

県産材は本当に使っていただき

いたと聞いています︒山の木がな

るようになるので何万本も植えて

で使えなくとも︑子孫の代に使え

叔父は言っていました︒自分の代

ずっと言い伝えられてきたのだと

せっかく︑そういうところがある

いていますが︑これもまた継続し

試験場の実習林を活かしていただ

れてこなかったのだと思っていま

先ほどのお話ですと︑これから︑

ていただきますようお願いしたい

私も思っています︒

と思っています︒

す︒その値段というところを考え

くようにお願いをします︒

れておりまして︑私の周りの人た

もう一つは︑木材の需要拡大で

ちも林業や農業で生計を立ててい

くなったら︑土砂崩れが起きたり︑

た︑木材を使わない住宅が建って

す︒最近︑住宅着工が減少し︑ま
いまして︑先祖が植えた杉が今売

ると︑大変難しいところもあるか

私も実は︑山間部で生ま

れない時期になっています︒

ました︒私の叔父も林業をやって

知事

木造住宅が建たない現状に︑公

良くないことがたくさんあります︒
木があるお陰で︑養分が川に流れ︑

なと︑これが一番の解決法だとい
うのはなかなか見当たらないので

海にまで流れていき︑海の生物も

いました︒杉をたくさん植えてい
たように思います︒

はないかと思っています︒

なくなって久しく︑このままだと

いうきちんとした手入れがなされ

っています︒それなのに︑間伐と

木を伐っても︑それを乾燥させる

聞いています︒それは︑せっかく

家を建てているという例もあると

に︑なぜか県外の木を持ってきて

ただ︑山形県に良い木があるの

ているところです︒

大事なことではないかと私も思っ

しっかり守っていくというのは︑

言っている方もいるのです︒森を

林業は本当に大事なものだと思

どうなっていくのだろうという状

育つことから︑ 森｢は海の恋人 と
｣

況にあるというふうに聞いていま

をやっていますが︑どうなのと聞

私の小学校時代の同級生も林業

とも思いますが︑とにかく︑県産

ってやっていかないと難しいのか

です︒その辺のところも一緒にな

に業界の方から聞いているところ

す︒それで︑そういったことが難

しては︑既存の補助事業がありま

業として行われている方に対しま

ところが県内にはないというふう

いてみると︑緑環境税のお陰で少

しくなった方々のために緑環境税

す︒

し手入れができるようになったと

の木が使われるような方向に持っ

というものを新たに設け︑間伐を

間伐の問題については︑林

いうようなことを言っていました

ていけたらと私も思っています︒

県

ので︑そちらのほうにも使われて

❹
2009-07

ƝƉŽǁ
NETWORK
2009-07

ƝƉŽǁ
NETWORK

❺

▲中山間地の農業の抱える問題を話す
澁谷健悦氏（大井沢）。

共施設にぜひ山形県の杉を使って

▲知事に対して、林業の現状を訴える
荒木西村山森林組合理事長。

知 事と語ろう

市町村ミーティングin西川町

に思っているところです︒

しゃっているのだろうというふう
す︒

何回も町報の特集でも出していま

は設置者である市町村に任されて

存じています︒小中学校というの

県の高齢化対策は

覧いただきたいと思います︒

していますので︑ぜひそちらもご

ろう﹂という冊子を全世帯に配布

五日の特集号﹁もっと西川町を知

したが︑これについても︑四月十

それから財政状況の話もありま

やっていくということを始めたわ

ったことがありまして︑教育行政

私も︑県の教育委員を八年間や

けです︒また︑運送費補助金も今
後見直しながらやっていきたいと
思っています︒
森林整備加速化林業再生事業とい

に住み分けということがあるのを

う新たな事業が予定されており︑
いるのが実態で︑県のほうが﹁こ

現在︑国の経済対策としまして︑

期待を持って注視しているところ
うやれ﹂ということにはなってい

私の独裁になってしまいまして︑

が全部できるということになると︑

ないのです︒それを知事である私

です︒

小学校の建設について

は︑平成二十四年度に新築一校を

合小学校の一校新築問題です︒町

年からいろいろな実施段階に入る

があるのだろうということで︑今

かりませんが︑いろいろなご事情

正直なところ︑詳しいことはわ

で来ています︒反対署名の話もあ

ずっと検討していただいて今回ま

別委員会を設置していただいて︑

座談会をやり︑議会の中でも︑特

の座談会をやり︑各関係団体との

いったことはございません︒地区

て過疎対策の見直しが︑これから

の多くの集落と高齢化問題︑そし

の中で︑限界集落と言われる県内

在︑七十四・二％です︒県の施策

特に過疎化の激しいところで︑現

すが︑私の住む集落は︑町内でも

県内でも特に高いと言われていま

尋ねします︒西川町の高齢化率は︑

高齢化対策について︑お

目指しています︒多くの町民が反
ということも伺っていますので︑
りますが︑一般質問の中でも質問
の急務だと私は思います︒それら

町民

対しており︑財政的にも大変な時
町のほうでは︑﹁皆さん︑心配あ
はいただいていますし︑その都度

問題になるかなと考えているとこ

に︑町民の声を無視した町当局の
りませんよ﹂ということで進めて
ていねいにお答えもしています︒
のことについて︑どうお考えにな

ろです︒

統合小学校新築問題をどうお考え
いるのではないかなと思っていま
災害関係のお話も︑一般質問の

町民 今︑町の最大の問題は統

でしょうか︒
す︒ここで︑町長さんからお話を

町民

高齢化社会における公民

っていますか︒

町民 寒河江ダムは︑左岸の国
中でも何回か出ています︒これも

伺えればありがたいなと思います︒
その都度︑お答えしています︒今
がこの学校統合の考えを出したの
階です︒

とを粛々と実施していくという段

る場や︑生涯現役で活躍できる場︑

は︑議会で決定していただいたこ

は平成十五年の三月です︒定例議
私は︑町民の大半の方には理解

これは町の問題です︒私

よるダムの機能低下なども予想さ
会の施政方針演説で︑小学校のあ

町長

れ︑ダムの下流に小学校を建設す
り方を検討するということを表明

あるいはこれらのことに対する県

館活動のあり方について︑異世代

るなど︑常識ではありえないこと
していただいていると思っており︑

いかと思っており︑もっと交流す

ては大変な問題です︒子どもが少

ありがたいですし︑本人にとって

やっていただいたほうが︑周りも

月二十九日にその大会をやりまし

ていただきたいということで︑五

て︑国のほうからもきちんとやっ

法などについてお聞きします︒

ないということでは︑ちょっと寂

も︑私はよろしいのではないかと

なお︑この関係につきましては︑

との交流が非常に大切なのではな

です︒
そういったことで進めていきます

それから︑今年で六年目に入り

また︑新しく子ども政策室が設

います︒

したのが最初になります︒
知事 お二方から小学校建設へ
ます︒この間︑町民の声を無視し

内での事例や︑公的に対策する方

のご意見をいただきました︒いろ
たとおっしゃっていますが︑そう

置されたわけですが︑その成果な

ったら教えて下さい︒

町では仲人活動ということで︑結
どを教えて下さい︒
さっきの方からは︑限界

婚推進員を五名から十名に増員さ
中心になり︑出会いの場の企画な
どをしているそうですが︑県とし

しいのかなという気がしています︒

た︒しっかりと国のほうに要望し

けない﹂などと言う時もあります

をとって何もできなくなった︒情

夫の両親と同居しています︒﹁歳

高齢になります︒

で︑間違いなく︑私たちもいつか

方々が高齢になっておられるわけ

のをお伺いして︑それを県政のほ

いろいろなご意見︑提案というも

のをつくって︑長寿の方々からの

四つのブロックごとにそういうも

というものを私は考えていまして︑

ういう考えの下に︑知恵袋委員会

ることに変わりはありません︒そ

であろうが︑社会のメンバーであ

ていますし︑とにかく対策を立て

が︑そういうことも重要だと思っ

だいたところで伺ったところです

うことで︑先ほど視察させていた

に町長さんは考えておられるとい

福祉︑それらが一体だというふう

通の確保とか︑病院とか︑保健︑

ないことですし︑生活のための交

きちんとやっていかなければなら

本当に︑これは行政のほうでも

ていきたいと思っています︒

が︑﹁若い時︑一生懸命働いてく

うに反映させていただければあり

赤ちゃんであろうが︑長寿の方

思っています︒

れたのだから︑そんなこと言わな

がたいというふうに思っていると

私も八十八歳︑八十一歳になる

くていいんだよ︒今はゆっくりし

ていかなければならないという領

ころです︒
してこういう気持ちを︑私は持つ

ければ︑大変な問題だと思ってい

私も︑もしここで使わせていただ

います︒

に緊急の課題というふうに思って

結婚︑出産︑子育て︑これは本当

域だと思っています︒と同時に︑
べきだと思っています︒

ます︒国の過疎法がもうすぐ切れ

すが︑社会全体で︑長寿の方に対

また︑お元気でいらっしゃる方

山形県の人口は平成十九年に百

るのですが︑新しい過疎法につい

確かに︑限界集落という言葉を︑

ていていいんだ﹂と私は言うので

を創って発展させてきて下さった

ただ本当に︑一生懸命︑この社会

月一日現在︶です︒山形県にとっ

では全国で五番目︵平成二十年十

山形県は︑高齢化率ということ

よく耳にするようになりました︒

う言葉は使っていませんが︑最近

た︒県のほうでは︑限界集落とい

集落ということでお話がありまし

知事

れたそうです︒他所では若い方が

町民 少子化対策の一環として︑

いろご心配な点があるから︑おっ

ので︑よろしくお願いしたいと思

ムです︒地滑り等の土砂の流入に

東北地方でも稀なロックフィルダ

道側が地盤軟弱なために造られた︑

▲小学校の建設について、これまで
の経過を説明する近松町長。

には︑生涯現役で農業でも何でも
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て︑それらに対する支援などがあ

▶市町村ミーティングが始まる前に、
ケアハイツ西川を視察された吉村
県知事。知事には、施設利用者か
ら手作りの素敵な造花が贈られて
いました。

知 事と語ろう

市町村ミーティングin西川町

これは︑戦後初めてです︒その後

二十万人を割ってしまいました︒
が︑ご本人にとっても︑また周り

そういうふうにしていただくこと
基準︑現在ですと︑﹁教育山形さ

目は︑小中学校による学級編成の

数の設定があります︒第四点が教

んさんプラン﹂があるかと思いま

職員の任命と︑給与の負担です︒

の方々にとっても︑県全体にとっ
ます︒西川町の取り組みなどもい
これが県の役割となっています︒

も︑人口減少の速度が増している

ろいろお聞かせいただければあり

すが︑それに合わせた教職員の定

数が減ったということと同時に︑
がたいと思っていますので︑よろ

てもありがたいことだと思ってい

若者が県外に流出しているという

のです︒それは子どもの数︑出生

両面があります︒やはり︑県内に
しくお願いします︒

っていかなければならないという

た面からも︑県としてしっかりや

ことかと思っています︒そういっ

各市町村でもやっているところも

きれば子育てより前に︑結婚から︑

だ発表まではしていませんが︑で

結婚支援のことなのですが︑ま

して︑教職員の服務の監督︒こう

育課程の決定︒教科書の採択︒そ

管理︒それから︑具体的には︑教

ましたが︑小中学校の設置および

市町村のほうは︑先ほど話に出

仕事がないということが︑大きな

ような考えでいます︒
いう住み分けになっています︒よ

サポートということをやっていけ

そこで︑一体的に︑横断的に︑こ

う組織を知事直轄で作りました︒

今年の四月︑子ども政策室とい

なところ︑細かいところ︑両面か

下で施策をやっていこうと︑大き

っかり県の柱として作って︑その

子育て条例というようなこともし

とをやっていきたいということと︑

庁とはどこですか︒県はどのよう

りますが︑小中学校の場合︑監督

庁の定めるところに従い〜﹂とあ

めに︑﹁〜学校の設置基準は監督

婦人会活動に活力を

ありますが︑行政が直接やれるか
いった時の駐車場の一部を無料化
ればと考えています︒

結婚のほうは︑やはり︑社会全
また結婚というものもサポートし
するとか︑とても細かいところも

ろしくお願いします︒

て︑そして出産︑育児の時もみん
やっています︒大きくは︑子育て

どうかはともかく︑間接的にでも

なでサポートしてというふうにな
県民会議というものを立ち上げて︑

体で若者の就職というものを考え︑

っていかないと︑一気には解決し
県民全体で応援していくというこ

れからその問題について取り組ん
らやっていきたいというふうに思
に関わり︑責任を持つのですか︒

教育への県の関わりは

ない問題だと思います︒

でいく考えです︒成果と言われま
っています︒

で︑それを通していただいて︑し

ます︒そこに予算を提出しますの

来週の二十三日から議会が始まり

り︑福祉にもつながりますし︑医

くのが一番なのです︒それがやは

いつまでも元気に過ごしていただ

生涯教育の話がありましたが︑

五次山形県教育振興計画ですが︑

めの基本方針の策定︑現在は︑第

あります︒一つは︑教育振興のた

学校教育法第三条のはじ

しても︑その子ども政策室につい

っかりやっていきたいと思います︒
療にもつながっています︒できる
その策定です︒二番目が︑指導主

関わって活動してきましたが︑こ

町民

ての予算というものをこの議会︑

細かいところでは︑保育の問題
だけ元気で︑長生きというのが一
事等による教育内容および学校運

こにきて婦人会離れが目立つよう

県の役割として大きく四点

ですとか︑いろいろなことがあり
番良いことだと思います︒しかも︑
営指導助言になっています︒三番

県

ます︒それから︑お母さんが小さ
社会のお役にも立っていただく︑

か﹂というようなお話があったの

のですが︑何か方法ないでしょう

動で会員が減少して本当に大変な

ティングにおいても︑﹁婦人会活

っています︒実は︑南陽市のミー

きてくれた母体なのだろうなと思

たちの活動をしっかり発展させて

会活動というものがあって︑女性

んなに小さな集落であっても婦人

言えば︑やはり︑戦後ずっと︑ど

知事 そうですね︒実感として

どうあるべきでしょうか︒

のでしょうか︒これから婦人会は

町民 婦人会をどう思っている

わけです︒ですから︑ボランティ

そのこと自体が地域にとって力な

ていただいているわけですから︑

皆さんがお元気で︑地域で活動し

良いのかなと思います︒例えば︑

くというようなところもあっても

に合わせて︑少しずつ変わってい

思っていまして︑できれば︑時代

までの活動を支えた母体だと私は

を造ってきて下さった女性のこれ

婦人会は︑今の社会というもの

のかなと考えているところです︒

情があってそのようになっている

ころもありますが︑いろいろな事

聞きしないと︑私もわからないと

になっているのかということをお

のが︑今実際どういうふうな活動

いと思います︒

過去からの分も含めてお聞きした

しくお願いします︒

町は︑必ず活性化されます︒よろ

らもお願いします︒女性の元気な

きに進んでいただきたいと︑私か

立派だと思っています︒ぜひ前向

いろなことに挑戦することは大変

﹁継続は力﹂と言いますが︑いろ

貴重なご意見もいただいています︒

な面でご活躍いただいていますし︑

ルギーだと思っています︒今︑様々

ーというのは︑西川町最大のエネ

が進んでいますので︑婦人のパワ

答えさせていただきたいと思いま

りませんので︑後ほどまとめてお

やはり︑今︑少子高齢化

ですが︑婦人会の会員が減少して

アとか︑行政と一体となってやれ

もう一点は︑合併処理浄化槽へ

町長

いるというのは︑県内全域の問題

ることもいっぱいあると思います

の補助金がなくなったと聞きまし

私ども婦人会は︑地域と

い子どもを連れて︑遊びに連れて

るのか︑その婦人会の活動という

町民

になってきました︒

なのかなと捉えているところです︒

し︑社会的に活躍できる場はたく

町民

弓張平公園の利用状況を

県補助金の廃止について

三十五市町村のうち︑婦人会が

さんあるのではないか︑というふ

たが本当でしょうか︒

県

す︒

あるところを調べてみますと十九

うに思っています︒

合併処理浄化槽の県の補助

市町村なのです︒だいぶ減ってき

つのことだけではなく︑複合して

ということを考えてみますと︑一

いろいろな要素を取り入れつつ︑

うな視点もあるかと思いますし︑

もしれませんが︑楽しみというよ

もしかしてやっていらっしゃるか

うだったのかということについて

化槽の補助が前知事さんのときど

いということですし︑合併処理浄

動公園の利用状況の実態を知りた

うことで︑現在︑国の方に拡充を

比べると若干︑まだ差があるとい

て︑県が補助を出していたころと

付税の措置というものがありまし

っています︒その代わり︑特別交

ですが︑平成十七年までやってい

そうなっているのかなと思ってい

地域の力としてこれからも発展し

ですので︑村山総合支庁のほうか

働きかけているという状況です︒

お隣の婦人会などとの連携とか︑

るところです︒

ていただきたいなというのが私の

ら答えてもらいます︒

ています︒それがどうしてなのか

女性の生き方も多様になってい

気持ちです︒町長さん︑それに対

本当に︑今日はありがと
うございました︒

知事

まして︑平成十八年から廃止とな

ますし︑また働く人も増えていま

してはどう思われていますでしょ

ただ今のお話ですが︑運

すし︑その考え方というのもあま

知事

り社会というものを考えなくなっ

弓張平公園の利用状況につ
うか︒

いては︑今手元に平年の資料があ

県
ているというか︑自由のほうに少
し重きがおかれるようになってい
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▲婦人会離れの現状を話す
工藤キクエ町婦人会々長。

先祖からの農林業生かした
明るいまちづくりを夢見る

と輸入のバランスが図られる︒
この狭間で翻弄された農林業

し時間が経つと︑静かだった
部屋の中が桑を食べる音でう
は若い働き手を無くしてしま

は毎日が戦争のような日々が

の広葉樹古木は払い下げられ︑ て品質の良い繭が出来るまで

ごい食べっぷりだ︒こうやっ

ではそれを甘受するより仕方

金制度も︑高齢化が進む農家

反が行われ︑導入された補助

った︒この結果︑必然的に減

平坦になるよう掘り起こし︑

木の伐開をしながら田の底が

まず田んぼの区画をして︑草

ように手伝わされた︒新田は

るまで樹木を切り倒し︑切り

ながら朝早くから夕方暗くな

炭焼きも︑深い雪をかき分け

懐かしく思いだされる︒また

され︑あの木の香りがいまも

丸太が県道脇の貯木場に集積

なくなり︑物資の輸送に車が

では人口が増えて住宅が足り

が少なくなっていった︒都会

働き口の少ない地方には若者

国の経済施策に則って鉱工業

セントに上げるべきではない

三十七パーセントを六十パー

することで︑現在の米自給率

補助金が出るような仕組みに

出す価格と標準価格の差額に

地帯に若者達が就職していき︑ のではなく︑生産をして売り

生産が盛んになり︑その生産

か︒そして林業も国産材を主

になったものに補助金を出す

これからは︑減反をして無

家族で︑どこの家にも若者や

振り返れば昭和二十年代は大

皆さんの努力なのかと思う︒

うな気がする︒これも地元の

して扱われ︑賑わっているよ

等でも観光を主にした題材と

別格で︑新聞やテレビ︑町報

ない︒ただ志津温泉郷だけは

と︑帰省する度に思えてなら

山手に入るほど寂しくなった

過疎になった我が町︑特に

二年目︑三年目と少しずつ増

も収穫出来ればいいほうで︑

は食べられるお米をわずかで

耕し︑田植えをする︒一年目

置き︑春にはたい肥を入れて

山にしていた床土をならして

ん放り込み一夏を過ごし︑小

らないうちの刈り草をたくさ

を張った田の中へ茎の硬くな

回でも同じ事を繰り返す︒水

き込み︑透水が止まるまで何

し︑見つかれば荒木田をたた

になれば更に桑の葉摘みが忙

遅くまで蚕と向き合い︑四眠

て常に気を配り︑早朝から夜

また乾き過ぎれば水分を与え

ら始まり︑三眠頃から桑の葉

養蚕も田植えが終わる頃か

ことが出来た︒

んなで力を合わせて稼ぎ出す

れた︒それにしても︑家族み

って長持ちする良い炭と言わ

かって金属音が出るのが︑使

し悪しがあり︑炭と炭がぶつ

これも焼く技術によって良

っただろう︒これが年を追う

過疎になるとは想像もしなか

ったので︑誰もこれ程までに

は地方もまだ潤い︑元気があ

投資が盛んに行われている間

が降ると桑の葉を乾かしたり︑ もあったと聞く︒そして公共

摘みが忙しくなってくる︒雨

毎に国の鉱工業生産が拡大し︑ し︑これ以上の過疎が止まる

よっては出稼ぎを奨励する所

上の近代化のために︑地方に

生じ︑農業の機械化︑生活向

これは︑働く賃金に格差が

った︒

いろんな現場に行くようにな

鉄道︑道路︑上下水道工事と

色々なイベントによる人口増

抜くことであり︑更に観光と

ら受け継がれた農林業で生き

にも︑基盤となるのは先祖か

した明るい西川町にするため

のと考えられる︒生き生きと

た面からも非常に意義深いも

木材を使用する案は︑こうし

立統合小学校建設に地元産の

と思う︒まさしくこの度の町

せるための制度を作るべきだ

はなく︑林業として成り立た

くの出稼ぎ労働者が建築現場︑ を作り︑安い外材を使うので

った︒農閑期には地方から多

大を町民皆の知恵と力で克服

に使用するように補助金制度

悟くん

丸屋宥

人くん
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やがて林業︑製炭のため国
は植林に力を注ぎ︑杉・唐松
るさいくらいになる︒ものす

特に冬季間は炭焼きと用材出
続いた思い出がある︒

将来の床土となる土をところ

使われ︑人員輸送も多くなる

子供がおり賑やかだった︒稼

しくなる︒これも沢山食べさ

松田一慶くん

ƝƉŽǁ

等が国有林︑公有林︑私有林

しでそれなりに稼ぐことが出

に植えられていった︒国有林

来た︒山奥から切り出された

どころに小山にしていく︒一
そろえて窯の中に立て込み焼
につれ︑建設ラッシュが姶ま

がなかったと考えられる︒

我が家でも新田掘りをして

枚の田形が出来上がると水を
き上げたものだ︒

ぎは農業︑林業︑養蚕︑製炭
えていき︑四年目︑五年目で

せないと良い繭が出来ないと

設楽卓人くん
ん

２
※

と貧しいなかにも建設的に考
まあまあの収穫が出来るよう
え︑生き生きとして働いてい
になってくるもので︑長い年
たと思う︒特に農業では増産︑ 月をかけ︑血の滲むような努

太田隆斗くん

事を切に希望するものだ︒

増産と国を挙げての取り組み

大泉大駕くん

ん
奥山愛

経済大国になるにつれ︑輸出

田中里乃ちゃん

也くん

言われた︒桑の葉をやって少

設楽達

力と愛情があってこそ一人前

１
※

張り透水がないかどうか確認

やがて昭和三十年頃からは

おり︑学校から帰ると毎日の

No.141

の田んぼが出来上がった︒

佐藤力夫︵砂子関出身︶

2009.7.1
応援団発

で︑各地に開拓地が出来た︒

土田陽香ちゃん

五月二十八日に行われた三

横山颯人くん

歳児健診で﹁むし歯ゼロ﹂だ
ったお子さんと︑六月九日に
行われたにしかわ保育園の歯
科健診で﹁むし歯ゼロ﹂だっ
みんなが歯磨きを頑張った

た年長さんをご紹介します︒

黒田詩生ちゃん

莉ちゃ

※１荒木田＝粘りのある土、※２三眠＝蚕の３回目の脱皮

飯野紗礼ちゃん
くん
飯野元暁

のはもちろん︑お家の方も︑
おやつの時間を決めたり仕上

ゃん

ゃん 柴田結香ち

げ磨きを頑張った結果ではな

渋谷雪那ちゃん

太田恵
みちゃん 田中岳
長岡くる
くん

荒木佳奈ち

いでしょうか︒家族みんなの

松田彩杜くん

奥山逞く
奥山逞くん
西塔晴香ちゃん
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ん
設
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くん
設楽怜士

早坂紅愛ちゃん 設楽愛子ち
ゃ
くん
楽悠河

﹁歯ピカピカ賞﹂ですね！

ゃん
愛彩ち
安孫子

ߵকから
まちの

安彦里菜ちゃん
大泉彪雅くん

Ƕƴ
ᲷƗ
Ǳƛ
Șƅ
ǀ
ǘѱ
ହњ
ॅ
や
むっ
した
歯ね
ゼ！
ロ
の
お
友
ケアハイツ西川での「若返り教室」
達

お元気ですか？

○幻の道﹁朝日軍道﹂

○月山の生い立ち

惑

○天宥別当と真言四ヶ寺の思

方︵公開講座︶

○出羽三山信仰と旅の楽しみ

座︶

●町指定文化財巡り︵公開講

●直江兼続ゆかりの地探訪

街道︵公開講座︶

●岩根沢三山神社と六十里越

○湯殿山信仰と道智上人

〜今年度講座内容〜

歴史を学び
地域の魅力を再認識！
︻西川町歴史文化学習会︼
テーマ〜にしかわ史楽〜
二十年目を迎える当学習会
は︑西川町の土台であり︑
﹁丑
年御縁年﹂を迎えている出羽
三山や人・モノ・文化を運び
繁栄した六十里越街道を中心
に︑地域で身近にある石碑を
始めとする文化財︑話題の天
地人等の歴史文化に触れ︑楽
しく学び︑理解を深めていく
講座として実施しています︒
今年は四十九名の受講者で︑
四月から十二月まで月一回開

②﹁六十里越街道を行く﹂
鶴岡市から山形市までの六

街道を歩きながら︑その歴

ように公募︵お知らせ等︶し︑

九月下旬の完成を目指し︑観

士の交流やつながりを深め︑
内︶電話

学習係︵西川交流センター
七四㿌三一三一ま

でお問合せください︒

﹃ぶーぶーぶー﹄
文／こかぜさち
絵／わきさかかつじ
出版／福音館書店

厚美さん︵水沢︶
車の音が楽しく表現されて
います︒
璃央は︑最後に出てくる
大きい車にいつも大興奮で
す︒指をさしながら﹁これ
は？これは？﹂と聞いては︑
﹁あか﹂﹁ぱっぱっぱっ﹂
﹁しゅっぱーつ﹂などとま
ねをしています︒
絵本の中には大切なこと
が描かれているので︑これ
からもたくさんの絵本と出
会い︑心も体も大きく成長
してほしいと思います︒

荒木
この本は一歳児健診で保
健センターからいただいた
一冊です︒息子の璃央︵り
お︶は︑保育園に通い始め
てから︑絵本に興味を持ち
始めました︒
車が大好きな璃央は︑こ
の本がお気に入りです︒
この本は︑いろいろな色
や形の車が一台ずつ登場し︑
最後は大きいトラックにみ
んなが乗って出発するとい
う単純なお話ですが︑たっ
た一行の文に一台︑一台の

⓬
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十里越街道全行程︵約百キロ︶
を歩く事業を︑九月二十一日
〜二十六日の五泊六日の日程
で実施します︒
この事業は︑東北芸術工科
大学文化財保存修復研究セン
ターが主催で︑昨年に引き続

二十三日〜二十五日で︑街道

西川町を通過するのは九月

き︑二回目となります︒

学ぶ一資料となるように︑六
沿いの住民の方々や小学校の
児童たちとの交流イベント等

月二十三日に第一回のマップ
原案づくりを行いました︒

史や文化を学び︑﹁人と人・

を予定しています︒

真などを使って利用者がわか

会員からは﹁イラストや写
りやすいように﹂
﹁昔の六十里
地域と地域﹂のふれあいを目

地域を知り︑その魅力を再
意見交換したり︑東北芸術工

︻六十里越街道︼
光マップとしても広く活用し

六十里越街道案内人クラブ
先人が築いてきた歴史文化を

指していきます︒

越街道のマップを作るのか﹂
今後は︑案内人クラブがマ

等の意見が出ました︒
ップ原案を作成し︑それから

発見・再認識する一つの契機

○交流センター︑●現地学習
※

員の那須恒吉氏を始め︑歴史
として当学習会に参加してみ

講師は︑西川町郷土史調査
文化に精通した地元の方や大
科大学の学生にイラストの協

多くの町民の方が参加できる

学教授等にお願いし︑会議室
ませんか︒

①﹁六十里越街道マップ作成

力をお願いしたりしながら︑

での座学だけでなく︑現地で
学習し︑肌で感じてもらう内
容も取り入れています︒
第一回講座﹁湯殿山信仰と
ていきます︒

は︑今年初めて参加された方
︵古澤準一会長︶を中心に︑
守り︑地域づくりへの活用等

マップ作りを通して︑人同

︵熊野〜一本木沢︶﹂

から﹁とてもわかりやすかっ
睦合の熊野から月山沢の一本

道智上人﹂︵五月十三日︶で

た﹂﹁ユーモアがあって楽し
を検討していきます︒

詳しくは︑教育文化課生涯
※

い︒たいへん勉強になった﹂
木沢の区間で︑身近にある六

▲六十里越街道を行く（昨年度）

催していきます︒

▲六十里越街道マップの原案づくり

十里越街道の歴史や文化財を

親子編

さん

阿 部 美 奈 子
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こ
な
み
べ
あ

等の声が聞かれました︒

今年の４月から、役場の健康福祉課に勤務
しています。
仕事は、主に介護認定や生活保護などの手
続きを担当していますが、まだ慣れないこと
ばかりで、あっという間に一日が過ぎてしま
います。
町の職員として働けることに感謝しつつ、
これから少しでも、西川町に貢献できるよう
がんばっていきたいと思っています。
★性格／単純
★趣味／散歩、星空観賞
★理想の男性／思いやりがある人

ひろば
ファイル

西川町歴史文化学習会︑第
一回講座﹁湯殿山信仰と道
智上人﹂の講義の様子︒

かに座生まれ／２1歳／間沢

生涯学習の
No.150

青の

3,000万円

資 本 金

信義
表

れを天童にあった製粉所に

小麦を受け取り︑さらにそ

った周辺の農家が収穫した

製麺所は︑二毛作が主流だ

ばれていた創業当時の玉谷

﹁うどん屋﹂の通称で呼

仕事がなかったことから始

時期でもありました︒冬場︑

どん︶にも取り組み始めた

の仕事として茹で麺︵玉う

うとしていたときで︑冬場

を独自で仕入れて販売しよ

でも︑委託加工から小麦粉

告げたその頃︑玉谷製麺所

麺を置いてもらえるように

中で︑店頭に玉谷製麺所の

していた活気のある時代の

が組合を作るなどして対抗

人経営の鮮魚店や食料品店

しはじめ︑それに対し︑個

マーケットが相次いで出店

しばらくして︑スーパー

卸と通信販売

食べるものだからこそ
素材本来の味を食卓に
のアメリカ産小麦粉を使っ
ていた時代もそう長くは続

運び粉にし︑それをうどん
なり︑卸販売が定着してき

創業は委託加工

に加工するという︑いわゆ
めた茹で麺でしたが︑商店

かず︑一〜二年で終わりを

る委託加工を行う店として

メリカから供出された小麦

っているというこの頃︑ア

どで集めに行った記憶が残

農家の庭先までリヤカーな

玉谷信義さんにも︑小麦を

町内に店も増え始め︑卸販

んでした︒︶またこの頃︑

係で夏場には作っていませ

たそうです︒︵日持ちの関

も冬場の仕事として始まっ

てもらおうと〝生ラーメン〟

う間沢のラーメン店で使っ

や大沼などでの取り扱いも

に積極的に参加し︑伊勢丹

さんは︑キャンペーンなど

まりました︒その後も玉谷

の出荷が昭和四十六年に始

さきがけとも言える県外へ

とつである﹁通信販売﹂の

っかけに︑現在︑主力のひ

その後︑物産展などをき

ました︒

粉が出回り︑初めて見る大

スタート︒少しずつ︑親戚

なり︑さらに菊祭りで賑わ

にも置いてもらえるまでに

きな袋に入ったアメリカ産
売も順調に推移し︑三山電

へのお土産や贈答用として

二代目にあたる現社長の

創業しました︒

の小麦粉でうどんを作った
車や自転車でそばやラーメ

が顕著になりつつある昨今︑

ンを配達していたそうです︒

玉谷製麺所でも扱う原材料

ことなど︑当時の話をして

様も増え︑通りすがりの人
の身元がはっきりしたもの

下さいました︒しかし︑そ

たちが︑乾麺を買い求めて

ぎ一つにしても︑その辺の

てきました︒例えば︑よも

その後︑現在の﹁つぉろ

ました︒﹁そうすることで︑

土手で採れば︑畑の残留農

さらに他社製品との差別化

の舗﹂の完成とともに︑店

荷造りした製品を手渡し︑

ようにしているという徹底

玉谷製麺所でも独自に︑添

を図ることができる﹂﹁買

薬などの心配も少なからず

ぶりです︒

加物を使わないようにしよ

った物を入れて得られる味

残ることなどから︑今では︑

能はもちろんですが︑通販

また︑Ｊ ＡＳ法や食品衛
生法などの改正により︑今

うと︑無添加の商品のライ

は簡単に真似できる︒培っ

頭販売が積極的に展開され

事業にも力を注ぐ玉谷製麺

では全ての原材料に証明が

ンナップを充実させてきま

ていきました︒また︑この

玉谷さんは﹁まるで宅配業

所にとって︑存在を示し︑

なされ︑産地まで判るよう

した︒さらには︑通常︑保

者に卸しているようだっ

信用を得るために必要な建

になってきており︑消費者

仕入れは専門業者に委託し︑

物だったということです︒

に対する情報の開示がかな

てきた技術はそうそう真似

安全性への不安などから

混ぜない技術への転換

存のため使用するアルコー

つぉろの舗の建築には︑ア

つぉろの舗建築
そして︑もうひとつの主
力﹁店頭販売﹂が定着して
きたのは︑それから少し前
の昭和四十一年からで︑現
在の国道一一二号が開通し
たことがきっかけでした︒

り進んできています︒

できるものではない﹂と玉

そうしたことから︑近年︑

ルすらも使わないで済むよ

外国産の原材料を嫌う傾向

インターネット販売を担当する
ンターネット販売を担当する
長岡さんは入社４年目とまだ経験
さんは入社４年目とまだ経験
年数は少ないですが、しかし、イ
は少ないですが しかし イ
ンターネット部門の売上を約３倍
へ伸ばすなど玉谷製麺所にとって、
すでになくてはならない存在です。
｢大げさかもしれませんが、イ
ンターネットは世界に情報が発信
されるツールなので、特に注意す
るのは、情報に誤りがないかとい
うことです。製造した人たちの苦
労に報いるためにも正確な情報を
提供するよう心がけています」と
話して下さいました。

開通後︑交通量の増加とと
もに︑事務所に訪れるお客

する方向に向かってきてい

の味を引き出す技術を追求

き︑小麦︑そばの持つ本来

こ十年は不必要なものを省

だったそうですが︑逆にこ

の代名詞となっていた時期

材料を混ぜ込むことが技術

〇〇年頃まではいろいろな

笑顔が見えるような言葉が

文したい﹂など︑お客様の

キには﹁おいしかった﹂
﹁注

ーブルの上に置かれたハガ

キが届きます︒この日︑テ

のようにお客様からのハガ

の手元には︑全国から毎日

る展開を模索する玉谷さん

こだわりを持って︑さらな

食べるものだからこその

るそうです︒そんな中で︑

たくさん並んでいました︒
ど︑設備投資も行われてき

製粉も石うすを導入するな

とに成功︒さらには︑二〇

うにと工夫を重ね︑省くこ

た﹂と当時を振り返ります︒

です︒

いくようになったのが店頭

麺類（乾麺・生麺他）

だけを使うようにシフトし

主な製品

販売のはじまりだったそう

20名(うち町内8名)

身元の判るものだけを使う

設立年月 昭和55年4月〔昭和24年創業〕
ンテナショップとしての機

きも急拡大していき︑一日

って県外の顧客との取り引

も急速に普及し︑それに伴

また︑この時代︑宅配便

の需要が増え始めました︒

有限会社玉谷製麺所
に幾度となく︑宅配業者に

従業員数

谷さんは胸を張ります︒

▲月山の板そばセット（10食分）
西川町産「西山杉」を使った木箱付の
セット。木箱を器として使用すれば、
山形名物の「板そば」が楽しめる。

74-2817
Ｔ Ｅ Ｌ
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自慢の逸品
Master Piece

西川町の企業、産業を紹介
していくシリーズ「西川町の
産業探訪」。第６回の今回は、
昭和24年に創業し、乾麺や生
麺の販売で有名な有限会社玉
谷製麺所をご紹介します。

祐子さん
長岡

Tamaya Seimen
西川町の産業探訪

での西川中のさらなる活躍が

七月下旬に行われる県大会

RESULT

それぞれの
道に輝いて

西川中が各種目で大活躍
第三十九回西村山中学校総合体育大会の結果

合体育大会が六月二十日︑二
期待されます︒

大会出場を果たしました︒

十一日の球技︑格技を皮切り

第三十九回西村山中学校総

に︑二十七日には県大会を兼
ねたカヌー競技が月山湖で行
われ︑また三十日︑一日には
陸上競技が︑県総合運動公園
陸上競技場で行われました︒
各会場では︑生徒たちがこ
の日のために練習してきた成
果を存分に発揮していました︒
中でもカヌー競技は︑カヤッ
クシングルで白田駿選手が優
勝するなど︑五種目で優勝を
果たしました︒また︑卓球個
人で︑一回戦から決勝まで全
て三対〇のストレート勝ちで
優勝を決めた松田幸紀選手︑
準優勝となった男子バレー部
見事優勝した白田駿選手︒

▶男 子 カ ヤ ッ ク シ ン グ ル で

地域が一体となった防

会の通常総会の席上︑

人山形県防犯協会連合

市︶で行われた社団法

から四団体が選ばれ︑

会第一支部のほか県内

団体表彰は︑町防犯協

このたびの優良防犯

表彰が贈られました︒

合会より優良防犯団体

た︒町内の愛好家約四十名が

ドゴルフ大会が開催されまし

川公園で第四回町民グラウン

注いだ六月二十七日︑睦合河

初夏のような日差しが降り

に対し︑県防犯協会連

犯組織の確立や︑講演

県知事から直接︑表彰

参加して行われ︑合計十六ホ

︵松田和義支部長・吉川︶

会などを通じて防犯へ

状が手渡されました︒

ールを周り︑そのスコアを競

五月二十五日︑ヒル

の意識高揚に努めるな

今後一層の防犯活動

ズサンピア山形︵山形

ど︑地域としての取り

推進が期待されます︒

ゴルフ仲間と
爽快な汗を

組みが認められ︑西川

位︒敬称略︒

田みを︵吉川︶ 丸
※数字は順

味︶②松田義一︵吉川︶③松

﹇大会結果﹈①奥山光彌︵海

えてきているということです︒

方も多く︑年々︑参加者も増

楽しみで参加しているという

間とのコミュニケーションが

ゴルフを通じて知り合った仲

始められる手軽さと︑何より

一本のクラブとボールから

い合いました︒

町防犯協会第一支部

地域が一体となった防犯活動を称えて

と卓球女子団体︑そのほか陸
上や剣道などでも四個人が県

松田誠さん
︵吉川︶
が最優秀賞を受賞
表装︑内装技術の向上を目
的に︑山形県表具内装組合連
合会が主催し︑六月二十六日
から二十八日にかけて山形県
郷土館﹁文翔館﹂で開催され
た第四十回表装内装展におい
て︑左沢線支部の代表として︑

▽ソフトボール
3位
準優勝
▽男子バレー
3位
▽女子バレー
▽卓球男子（団体）
3位
▽卓球女子（団体） 準優勝
▽卓球男子（個人）
①松田幸紀
▽卓球女子（個人）
ベスト8 後藤智香
▽剣道女子（個人）
ベスト8 小川千夏
▽カヌー（兼県大会）
▼男子カヤックシングル
①白田 駿
③白田崇人
④中村拓雅
⑥古澤康太
▲優良防犯団体表彰を受賞さ
れた町防犯協会第１支部。
（写真＝松田和義支部長）

吉川で表具店を営む松田誠さ
んと渡辺弘さん︵山辺町︶が
共同で製作した作品が見事︑
最高賞にあたる最優秀賞に輝
きました︒
初めて取り組んだというそ
のふすまの作品には︑大河ド

▼砲丸投げ
①大泉早央莉
▼２・３年1500ｍ
③荒木承太
▼400ｍ
④桜井浩登
▼3000ｍ
④荒木承太
▼走り高跳
④松田一平
▼１年1500ｍ
④奥山和樹
▼３年100ｍ
④菅野汐里
▼２年100ｍ
⑥西 宏喜
※丸数字は順位。敬称略。
太字は県大会出場。
▼
▼男子カヤックペア
①
①白田駿、白田崇人
②中村拓雅、眞壁優
②
▼男子カヤックフォア
▼
①白田駿、白田崇人、
中村拓雅、眞壁優
▼男子カナディアンシングル
①安達利貴
②松田巧
③桑原周平
▼男子カナディアンペア
①松田巧、桑原周平
▼女子カヤックペア
⑥後藤李奈、桑原みすず
▼女子カヤックフォア
③後藤李奈、柴田真実、
白田葉月、桑原みすず
▽陸上

大会の主な結果
■万引きは犯罪です。
少年による万引きが、書店やコ
ンビニなどで多発しています。家
庭での会話や、周囲の目配りなど
によって、少年の非行を誘発しな
い環境づくりに努めましょう。
■犯罪被害に合わないために。
子どもが被害者になってしまう
事件が全国各地で発生しています。
夏休みは子どもだけで出掛ける機
会も多くなります。▽危険な場所に
は近づかない。▽深夜など危険な
時間帯には出歩かない。
▽外出の
際には必ず行き先を家族に伝える。
以上のことに気をつけましょう。
■少年のことなら何でもご相談下
さい。
☎少年サポートセンター（ヤング
テレホン）０２３−６４２−１７７７

ラマをモチーフにしたという

〜少年を非行や犯罪被害から守
りましょう〜
夏は、子どもたちにとって楽し
く開放的な気持ちになる季節。ふ
とした気の緩みが、非行や犯罪被
害につながる恐れがあります。

迫力のある絵柄が描かれ︑来

▶最優秀に輝いたふすまと松
田誠さん︵左︶︒完成まで
に丸三日かかったというこ
とでした︒

もうすぐ
夏休みが始まります！

場者も足を止めて見入ってい
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◀すばらしいショット
を放つ参加者。
⓱

ました︒

ଟउਰ

たち︒︵朝日連峰山開き︶

▶山 頂で安 全を祈 願する参 加 者

加して︑講演会などの記念

全国各地から約四十名が参

願祭が行われ︑朝から雨やガ

頂にある月山神社でも安全祈

どもたちによる﹁青い黒板﹂

捧げ︑その後︑岩根沢の子

で︑全員で献花︑黙とうを

に建立されている詩碑の前

交通事故の防止や安全安心
なまちづくりを目指そうと西
川町交通・生活安全町民大会
︵町︑西川町交通安全推進協
議会主催︶が六月二十七日︑
西川交流センターで行われま
町交通安全協会連合会や交

した︒
通安全母の会︑老人クラブ連
合会などから約三百名が参加
し︑寒河江警察署交通課長か
ら交通事故にあわないための
運転方法などを学びました︒
最後に︑町民が一丸となっ
た交通安全活動の推進や︑消

児童と地域の方々︒

▶菊の植え付けを行う沼山小

にチャレンジ ！
一般参加者のほか︑西川ジ

した︒
ュニアランナーズの会員やそ
の保護者など約五十名が参加
し︑ダム堤体下を九時半に出
発︒月山湖を一周する管理用
道路︑およそ
十四㎞を︑み
んなで会話や
休憩などを楽
しみながら走
り︑爽やかな
汗を流してい
ました︒

小学校の体育館いっぱいに

響きわたりました︒

岩根沢の子どもたち︒

▶丸山薫の詩を朗読する

費生活上での注意などを盛り
込んだ大会宣言を採択して閉
会しました︒

練習の成果を披露
日ごろの練習の成果を聴い
てもらおうと六月十三日︑西
川中吹奏楽部の第二回定期演
奏会が開かれ︑会場となった
西川中学校の体育館には︑保
護者や一般の方など約百五十
名が詰めかけました︒

㿌 雅㿌 伝えよう華麗
﹁ vivo
なるメロディー﹂と題して行

われたこの演奏会では︑七月
十八日に行われる村山地区吹
奏楽コンクールに向けて練習
中の曲から今話題の曲などが
披露され︑生徒たちの奏でる
その迫力ある演奏に︑会場か
らは大きな拍手が送られてい
ました︒

▶大勢の聴衆を前に︑
すばらしい
演奏を披露する部員たち︒

⓲
2009-07

丸山薫詩碑保存会︵藤本
昭一会長︶の総会が六月二

で行われ︑隣接する大江町や

十一日に岩根沢で開かれ︑

朝日町︑白鷹町などからの出
行事が行われました︒

にある朝日嶽神社︵朝日町︶

ぞれ山開きが行われ︑今年も

に︑月山では七月一日にそれ
席者約百五十名が今シーズン

朝日連峰では六月二十一日

本格的な夏山シーズンを迎え
総会では︑詩人丸山薫を

スの悪天候にも関わらず︑姥
﹁小鳥の歌﹂の詩の朗読が

偲び︑岩根沢小学校の校庭

沢登山口と鶴岡市側の八合目
行われました︒また︑岩根

また︑七月一日には月山山

の安全を祈願しました︒

朝日連峰山開きは︑鳥原山

ました︒

登山口などから︑約四百五十
沢歌おう会による合唱など

名が参加しました︒
途中︑登山者たちはニッコ
も披露され︑歌声が岩根沢

組んでいる西川ジュニアラン

丸山薫の世界をいつまでも

交通事故のない明るい町に

ウキスゲや珍しいクロユリな
どの可憐な高山植物を写真に
収めようと︑立ち止まったり
しながら初夏の登山を楽しむ
姿も見受けられました︒

ナーズが主催する第三回親子

日︑月山湖を会場に行われま

晴れの青空が広がった七月五

マラソンピクニックが︑梅雨

加して︑草刈りやゴミ拾いが

陸上競技の普及などに取り

友達と一緒に十四

なっています︒

碑の周りに飾られることに

たもとにある〝孫〟の記念

開催に合わせて︑高瀬橋の

ら行われる西川菊まつりの

われたもので︑十月下旬か

百本の菊苗を譲り受けて行

菊まつり等振興委員会から

この玉菊の栽培は︑西川

した︒

玉菊の植え付けに挑戦しま

と沼山小学校児童が一緒に︑

二十三日︑沼山老人クラブ

ト﹂が今年も行われ︑六月

ちの玉菊百鉢プロジェク

四年目となる﹁沼山孫た

▲スキー客2名が重傷のため動けないとい
う想定で、6月16日と17日の両日、県消
防防災ヘリ
「もがみ」
と連携した救助訓練
が月山で行われました。

ƝƉŽǁ

いよいよ本格的な夏山の季節

見応え十分の大勝負
今年で七十一回を数える睦
合小学童相撲大会が六月七日
に行われ︑土俵上では児童た
ちの真剣勝負が次々と繰り広
げられました︒
新一年生のかわいらしい取
組から︑東の横綱︵鶴ケ岳︶
菅野洸杜君と︑西の横綱︵太
平洋︶伊藤大貴君との千秋楽
まで︑約七十もの取組が行わ
れ︑見応えのある大勝負の
数々に︑駆けつけた保護者た
ちからは︑終始大きな声援が
送られていました︒

地域で取り組む菊づくり

行われました︒

六市六町の水源をきれいに
月山山麓から湧き出す湧水
群は名水百選にも選ばれ︑さ
らには県内六市六町に飲料水
を供給するなど︑西川町は水
こうしたすばらしい自然を

源の町と言えます︒
後世に残そうと七月五日︑月
山湖まねきの丘で水源を守る
町民大会が開催され︑町内の
各地域の方々や月山湖で練習
している中学︑高校のカヌー
部員たち︑さらには東北電力
の社員や寒河江警察署の署員
の方など︑約三百五十名が参

▲寒河江ダムの洪水吐の下を
スタートする参加者たち。

▶あいにくの天候にも関わらず、
大 勢 の 方 が 参 加しました 。
（月山夏山開き）
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