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「街なか産直 新鮮館おおまち（以下「新鮮館」）」を

運営する中で出てきた「商品が増えて、店頭に置くだ

けでは売りきれない」という課題をきっかけに、地域

農業や個々の農家さんの活動を支えようと考え出し

た「転食活動」という取り組みを中心に、店長の梁川

真一さんにお話を伺いました。 

 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】梁川さんは生産者ではないけど、生産者と

の間に入って動いているところが面白いよね。今まで

に農業の経験はありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【梁川梁川梁川梁川】】】】いいえ、前は製造業の仕事をしていました。 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】生産の現場にはいたけど、農業とは全然関

係ない仕事だったんですね。 

【【【【梁川梁川梁川梁川】】】】はい。でも、モノを作る人、中間で日程を決

める人、加工する人、モノをさばく人、物流する人が

いるという部分では農業も製造も同じなのかなって

思います。 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】僕は農業というと、よく頬に泥をつけて麦

わら帽子をかぶって、両手に野菜を持ちながら「でき

たぞ！」って言ってる絵が思い浮かぶけど…。 

【【【【梁川梁川梁川梁川】】】】それ、あんまり恰好良くないですよね。最近

は若い農家さんも増えてきているし、もう少し「かっ

こよさ」とか「可愛さ」を考えていってもいいんじゃ

ないかな。 

 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】最近はホームセンターで売っているヤッケ

（作業服）がおしゃれになってきているしね(笑)。そ

れに、今まで農家の活動って情報発信することがなか

ったけど、ＳＮＳの広まりによって、個人農家さんの

情報発信力は上がってきているように思えて、時代の

流れもあるかもしれないけど、そういう変化は見られ

るようになってきたかな。 

 

 

    

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】生産現場のサポートといえば、農協さんや

土地改良区とかが思いつくけど、最近は新鮮館自体が

攻めの姿勢を見せたりしながら、生産者と生産者をつ

なげるような動きをしてみたり、孤立無援を防ぐよう

な仕事の仕方をしているのかなって感じています。 

【【【【梁川梁川梁川梁川】】】】生産者の交流の場をつくったりもしているん

ですよ。色々な情報を共有することは大事だし、そこ

でお互いが気づかなかったところに気づくチャンス

にもなるし、農家さんだけじゃなく業者さんも入るこ

とで違うアイディアが生まれるかもしれないし。 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】農協の青年部とかに入ってなければ交流の

場とかはないわけで、そういう部分を新鮮館としてと

りもっていく、結構重要な仕事じゃないかな。最近、

「転食活動」というものを始めたようだけどこれはど

ういった活動？ 

【【【【梁川梁川梁川梁川】】】】「転食活動」は、溢れて「転」がっている「食」

材を工夫で売れる商品に「転」換するという意味を込

め、僕が言葉をもじって作った創作用語なんです。 

僕は新鮮館に来て４年くらい経ちますが、その間に

新鮮館に野菜を出す人も、商品のバリエーションも増

えてきているので、商品のさばき先を見つけていかな

いと商品が溢れてしまうんですよね。そこで、飲食店

さんに野菜を買ってもらおうと、各店から「キズ物や

形が悪いものでも良い」「見た目がきれいなものが良

い」といった条件やリクエストを受け、野菜の買い取

り先を探す活動を「転食活動」と名付けてみたんです。 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】店内に置ききれない商品の買い取り先をコ

 生産者ではない視点から農業を考える 

フタコト×ミコト   

第４６回  二言三言 １１７/1１８,９３４ 

農業農業農業農業のスタイルののスタイルののスタイルののスタイルの変化変化変化変化    

対談者対談者対談者対談者    街なか産直 新鮮館おおまち 梁川 真一 さん    

聞聞聞聞きききき手手手手    いちのせき市民活動センター センター長 小野寺 浩樹    
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「「「「転食活動転食活動転食活動転食活動」」」」のののの目指目指目指目指すカタチをすカタチをすカタチをすカタチを考考考考えるえるえるえる    



ーディネートしてあげている。要はシェフと生産者の

橋渡し活動なんだよね。 

【【【【梁梁梁梁川川川川】】】】はい。農家さんが直接お店に出向き、営業し

て歩くのは結構大変そうで。 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】そうだよね。 

【【【【梁川梁川梁川梁川】】】】僕らは一般のお客さんとも付き合うし、飲食

店でランチしながらお話を聞いたりする機会もある

ので、そういう農家さんができない部分を僕らがやり、

農家さんは野菜をつくることに専念してもらおうと。 

そういう間に入るお仕事をして、農家さんに「野菜を

持ってきてくれれば何とかするから」って言えるよう

になりたいですね。「○日までに商品が必要だから、○

日までに出荷して」とか「この野菜、急ぎで必要なん

だけど誰か準備できる？」とか、そういう情報を農家

さんに流して、商品を切らさず供給できる仕組みをつ

くりたいなと。 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】今までそういう橋渡しをする人がいなかっ

たわけではないけれども、新鮮館がそれを始めようと

したきっかけは、お店を運営している中で出てきた課

題からだよね。商品が増え溢れる中、どうしたら生産

者の方がハッピーになるかを考えた時に、街なかにあ

る産直だから、そこを利用してくれている飲食店さん

とうまく卸の契約をしていくとか、新鮮館を通してや

ってもらうといったアイディアに繋がったと！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】最近ヒットした野菜はある？ 

【【【【梁川梁川梁川梁川】】】】カットしたカボチャと「ひきな」ですね。飲

食店さんは、商品単価が上がったとしても、手を加え

ていない野菜よりカットされた野菜の方を求めるん

ですよ。そういうお客さんからのリクエストを農家さ

んに流します。そして一人がやり始めると、他の皆も

真似し始めるんですよ。煮物っぽい切り方をする人も

いれば、天ぷらっぽくカットする人もいますし。良い

意味で、皆工夫するようになってきています。 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】同じカボチャでも、「煮物用」「天ぷら用」

にカットした状態で売るという、納品の仕方に工夫が

加わってきているんだね。そんな風に、これからの転

食活動の目指すところは生産現場の「表現力」を磨い

ていくことと、生産者とシェフを「つなぐ」ところ？ 

【【【【梁川梁川梁川梁川】】】】そうですね。そこで大事なのは生産者さんが

「どうやって売りたいか」や「どうしたいのか」だと

思うので、そのためにはやはり一人ひとり話を聞いた

り、生産者とシェフがお互いに求められているものを

フィードバックしたり、その先でどんな形でやるのか

はまだこれからですが。 

 

 

 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】新鮮館では生産者の新年会を開いているけ

ど、あれすごく大事な場だと思う。 

【【【【梁川梁川梁川梁川】】】】これだけの人がよく集まるなと思うくらい来

ますからね。 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】楽しみにしているようだもんね。ステージ

発表のために衣装とか準備してきてるし。野菜をつく

るだけじゃなく、余興の場も必要だよね。 

【【【【梁川梁川梁川梁川】】】】そうなんですよね。コミュニケーションの場

でもありますから。 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】農業は、個人事業主だからけっこう孤独な

んだよね。うちも田んぼやってるけど、一人トラクタ

ーに乗って黙々と同じ動きをして「やっと 50ｍまでき

た！」なんて考えたり。 

【【【【梁川梁川梁川梁川】】】】そうそう！商品を出してもらうには農家さん

のモチベーションをあげるしかないから、孤独を解消

するためにも、畑を回って歩く訪問活動も大事だと思

うんです。時間がかかるし大変だけど、でも農家さん

からは信頼されなきゃならないですし。 

【【【【小野寺小野寺小野寺小野寺】】】】高齢で孤独を感じている農家さんは特に、

「頑張ってる？」ってちょっと様子を見に行く「寄り

添い型」の支援の仕方になっていくんじゃないかな。 

 

┃┃┃┃街街街街なかなかなかなか産直産直産直産直    新鮮館新鮮館新鮮館新鮮館おおまちおおまちおおまちおおまち 

住所：〒０２１-０８８１一関市大町 4-29 なのはなプラザ１階 

電話：０１９１-３１-２２０１ 

ＨＰ：http://ikiikishinsenkan.ocnk.net/ 

ＦＢ：https://www.facebook.com/shinsenkanoomachi/ 

孤独孤独孤独孤独なななな農業農業農業農業にしないにしないにしないにしない！！！！    

    

生産生産生産生産者者者者さんのさんのさんのさんの「「「「こうしたいこうしたいこうしたいこうしたい」」」」をををを大切大切大切大切にににに    

市内各地を回る「農家さん訪問」は地道で時間もかかりますが、 

現場を見ながら顔を合わせて話せる大切な時間です。 
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現在、スポーツ吹矢（以下「吹矢」）・フラダンス・

幼児の体操・健康ヨガ・すずめ踊りなどの各種教室の

開催や、60 運動（岩手県教育委員会が児童生徒の体力向

上を目的に、遊びやスポーツを通じて 1日 60 分以上の運

動習慣を身につける取り組み）での学校支援も行ってい

るＮＰＯ法人グッジョブクラブ（以下「ＧＪＣ」）。2 月

に発表された「スポーティライフ大賞」（生命保険協会

が、健康を意識した前向きな取り組みを進める団体や企

業を表彰）では、幼児とシニアを中心にしたプログラ

ム展開がスポーツの概念を広げたと高く評価され、「地

域コミュニティ部門」で優秀賞を受賞。今回はそんな

ＧＪＣから、理事長の萩田進さんにお話を伺いました。 

元々岩手県スポーツ吹矢協会の会長で、吹矢の普及

活動を進めていた萩田さん。ある時吹矢の体験会で「面

白かった。やはり家にいてばかりでは駄目だね（男性

高齢者）」「スポーツをやったことのない私にもできる

スポーツがあった（女性高齢者）」という言葉をもらっ

たそうで、「吹矢を通じて人に気づきを与えることがで

きた体験がＮＰＯ法人発足の原点」と振り返ります。 

 

 

平成 28 年に希望郷いわて国体が開催されましたが、

その数年前、吹矢を一関市でのデモンストレーション

競技（デモスポ）にという話が萩田さんに舞い込みま

した。市との協議で「100 人の参加者を」と提示された

萩田さんは、その目標を達成するために 3 年計画を立

てて動き始めます。まず 1 年目は『吹矢を知ってもら

う』ために体験会を実施。2 年目は『参加した人が上達

する』ために練習会場の確保。3年目には『吹矢を通じ

た自己実現』として大会開催を目指し、計画通り市長

杯も実現。晴れて採用された国体デモスポの参加申し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

込みには、先着 100 名の定員に対し受付初日になんと

150 名を超える応募が殺到したといいます。 

「100 人集めるための 3 年計画を進める過程で、起

業セミナーへの参加や、いろんな人に話を伺い『総合

型スポーツクラブ（※）でのＮＰＯ法人化』という方

向性が定まった」と語る萩田さん。知り合いが活動し

ていたフラダンス教室と一緒にＮＰＯ法人を立ち上げ、

その後も『地域の人々の笑顔と元気をつくる』という

団体のポリシーのもと、総合型スポーツクラブとして

楽しく通える場を提供するために、さまざまな場所に

出向き、多くのものを見、人との出会いを続けた結果、

選択肢となる種目の数も増えてきています。 

 

 

「グッジョブクラブ」の名称の由来について伺うと、

萩田さんは一呼吸置いて話し始めました。「昔、職場に

陸前高田市出身の部下がいて、彼の結婚式の時には自

分が司会を務めた仲だった。そんな彼が 3 年間アメリ

カに赴任したことがあり、帰国後『アメリカ生活で何

が印象に残った？』と尋ねると『グッジョブ（「よくや

った・頑張った」の意）』という言葉だという。日本の

運動会では結果によって『良かったね』『惜しかったね』

などかける言葉も違うが、アメリカでは結果に関係な

くみんな『グッジョブ』と声をかけられて家族に迎え

られるのが印象的と言っていた。彼は東日本大震災で

亡くなったが、このやり取りと『グッジョブ』という

言葉がなぜか強く心に残っていた…。」 

グッジョブクラブという名 

は、幼児も高齢者も安心して 

スポ―ツを楽しめる場を提供 

したいという想いの中、大切 

な思い出が導いたものでした。 

 

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人    グッジョブクラブグッジョブクラブグッジョブクラブグッジョブクラブ    

「「「「グッジョブグッジョブグッジョブグッジョブ」」」」にににに込込込込められためられためられためられた想想想想いいいい    

    

原点原点原点原点となったとなったとなったとなった言葉言葉言葉言葉    

    

高齢者高齢者高齢者高齢者でもでもでもでもできできできできるるるるスポーツスポーツスポーツスポーツ吹矢吹矢吹矢吹矢はははは    

大勢大勢大勢大勢のののの参加者参加者参加者参加者でででで賑賑賑賑わっていますわっていますわっていますわっています    

    

～～～～基本情報基本情報基本情報基本情報～～～～    

◆理事長：萩田（はぎた）進さん 

◆住 所：〒021-0901 

     一関市真柴字中田 41-106 

◆電 話：090-9749-0929 

◆Ｈ Ｐ：http://gjclub.web.fc2.com/ 

◆活動日・時間・場所：※種目により異なるため 

上記ＨＰ参照。または電話でお問い合わせ下さい。 

「「「「笑顔と元気笑顔と元気笑顔と元気笑顔と元気」を」を」を」をつくるつくるつくるつくる    

団体団体団体団体    

紹介紹介紹介紹介    

 

国体国体国体国体へのへのへのへの 3333 年計画年計画年計画年計画    

    

ＮＰＯ法人創設時から活動する 

フラダンス教室の皆さん 

※幅広い世代の人々が、各自の興味関心・競技レベルに合わせて、さま

ざまなスポーツに触れる機会を提供する地域密着型のスポーツクラブ 



 

 

地域地域地域地域    

紹介紹介紹介紹介    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「楽しくやっています」笑顔で活動の様子を教えて

くれたのは、取材に訪れた自治会館で室根大祭に向け

た花づくりにいそしんでいる婦人部のお母さま方。各

戸から婦人部会員１名を出してもらうようにしており、

役員も１年交代と定めているという西の沢自治会の婦

人部は、参加率も高く、総会には委任状も含め 48 名が

参加！家族内での世代交代もうまく行えている家も多

く、40 代のメンバーもいるのだとか。 

今回は「婦人部さんが自治会活動の要では？」との

問いかけに「その通りです」と深く頷く自治会長の千

葉孝則さんはじめ、前自治会長さん、婦人部のみなさ

ん、その他室根大祭の準備に来ていた地域のみなさん

に活動の様子を聞かせていただきました。 

 

 

 同自治会の一大イベントはお盆に帰省者も交えて開

催する夏祭り。青年部が焼き鳥やジュースなどの屋台

を出すほか、カラオケやビンゴ、花火を楽しみます。

室根町の夏祭りにも盆踊りで参加するため、西の沢の

夏は大忙しです。 

 花いっぱい運動にも参加していますが、一般の部に

加え、沿道の部として２㎞を超える「あじさいロード」

の整備を約 15 年も続けています。 

 これらの活動の様子は年４回の自治会報で全戸に報

告。自治会報はＡ３サイズにし、文字を大きくするこ

とで年配の人にも読みやすいように工夫しています。 

 そんな西の沢自治会が２年前から検討し、集落内に

新たに発足させたのが「山車の会『西沢組！！』」。今

年開催される室根神社大祭の祭典行列「袰

ほろ

祭り

ま つ り

」に出

す山車を制作するための会です。袰祭りの山車は、室

根の折壁地域から６組参列し、西の沢もその１つ。こ

れまでは外部の職人に山車の制作を依頼していました

が、職人の高齢化により、今回からは各自で山車の制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作を行うことになったのだとか。 

山車の制作にあたっては、「西沢組！！」から「花づ

くり」を自治会婦人部に依頼。１月から婦人部の有志

たちが週に２～３回のペースで作業を行っています。

「大工方」「人形方」などの人たちは人形制作に半年ほ

ど前から取り組み、自治会館にはすでに初めて手作り

したものとは思えない立派な人形が！「やればできる

もんだ」と西沢組の親方（会長）の小野寺民雄さん。

さらにはどうせ作るなら、と「今までの形は残しつつ

‘西の沢カラーを出そう’と他の集落の山車とは一味

違う工夫をしてある」のだとか。大変さの中に「どうせ

なら」と工夫を凝らすその心意気に感心させられます。 

自治会活動に加え、自らも「大工方」として山車の

馬人形制作に携わっている千葉さんは、集落として室

根大祭の準備に取り組むことについて、「みなさん一生

懸命に協力してくれている、それが何よりです」と笑

顔を見せます。 

 

 

 結束力の強そうな西の沢自治会ですが、やはり会議

や事業の出席率の低さが課題とのこと。とは言え、室

根大祭の本番には各戸から人が出てきます。厳密には

自治会活動とは言えないかもしれませんが、集落とし

ての動きには変わりありません。 

 自治会としての今後の目標を「夏祭りを開催し続け

ることですかね。現状維持が大切です」と語ってくれ

た千葉さん。変わりゆく時代の中で、今の事業をいか

に工夫しながら継続

していくか……。山車

制作という初めての

チャレンジにも明る

く笑顔で取り組む西

の沢のみなさんなら

そう難しいことでは

ないかもしれません。 

自治会長自治会長自治会長自治会長・・・・千葉孝則千葉孝則千葉孝則千葉孝則ささささんとんとんとんと制作制作制作制作途中途中途中途中のののの人形人形人形人形    

どうせならどうせならどうせならどうせなら楽しく！常に前向き楽しく！常に前向き楽しく！常に前向き楽しく！常に前向きなななな活動を。活動を。活動を。活動を。    

室根室根室根室根    西の沢自治会西の沢自治会西の沢自治会西の沢自治会    

～～～～基本情報基本情報基本情報基本情報～～～～    

◆自治会長：千葉孝則さん（１期２年目） 

◆天神下・聖沢・篠原の３つの小字から

なる西の沢自治会は 74世帯、人口約 220

人が暮らす中山間地域です。「農事組合

法人西の沢」も組織され、トウモロコシ

の栽培にも力を入れています。 

新新新新たなたなたなたな挑戦挑戦挑戦挑戦でででで一致団結一致団結一致団結一致団結    

「「「「現状維持現状維持現状維持現状維持」」」」のためにのためにのためにのために    

「花づくり」に取り組む 

婦人部のみなさん 

 

元気元気元気元気なななな婦人部婦人部婦人部婦人部がががが自治会自治会自治会自治会活動活動活動活動のののの底力底力底力底力    



 

企業企業企業企業    

紹介紹介紹介紹介    

企業企業企業企業    

紹介紹介紹介紹介    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一関市千厩町の街なかに、白色の外壁を季節の草花

で彩り、まるでフランスの建物を思わせる素敵なカフ

ェがあります。「年齢を問わず誰もがおいしい食事をし

ながらゆっくりおしゃべりを楽しむ場所、くつろげる

場所を提供し続けたい」と語るのは、カフェキャトル

のオーナー小山裕子さんです。店名の“キャトル”は

フランス語で数字の 4 を表し、小山さんの誕生日と幸

せの頭文字をかけて命名しました。 

小山さんは高校卒業後、洋菓子づくりの専門学校に

進学。その後、東京や北海道で洋菓子やカフェに関わ

る仕事に 10 年以上携わってきましたが、平成 21 年、

自身の母親が病に倒れ、介助が必要となったことをき

っかけに地元、千厩町小梨地区にＵターン。全面的な

介護というよりも、病院への送迎や付き添い程度だっ

たため、地元で就職先を探していましたが「母親に万

が一のことがあったら」という不安もあり一歩踏み出

せない状況が続きました。  

そのころ、一関市の広報で「いちのせき元気な地域

づくり事業『新規店舗開店等支援（千厩支所）』」の第 1

期生の募集が目に留まり、「町内の空き店舗を利用して

お店を開くことができる」ということを知ります。接

客や作ることが専門で、経営経験はなかったものの、

洋菓子作りに携わってきた小山さんは「自分の店を持

つことができるのか」と夢を抱きはじめました。 

それから 2 年後の平成 23 年 5 月に母親が他界。闘

病中、娘の将来を案じた母親からの「結婚をするか、

（スキルを活かした）店を持つかどちらか決めて」という

一言がきっかけとなり「自分のお店を持とう」と決心。

同年、いちのせき元気な地域づくり事業の同支援第 2

期生募集に手を挙げ 12月にオープンとなりました。 

「中途半端は失敗する。『やるぞ！』と決めたからに

は、この辺にはないおしゃれな雰囲気のカフェに」と

外装内装もこだわりました。慌ただしさもありました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が、母の一言が背中を押してくれているようで」と振

り返ります。町内の空き店舗を紹介してもらううちに

「こんなに空き家や空き店舗が多くなっていたのか」

と地域の課題に気づかされたとも言います。 

 

 

 小山さんは、カフェキャトルのオープン前から地元

の地区民祭などに “ワッフル屋さん”として出店。10

数年地元を離れていた小山さんでしたが、「地元の祭り

などで出店しているうちにたくさんの方々と繋がりを

持つことができた」と語り、「ワッフルも喜んでいただ

き、それが自信に繋がった」と続けます。現在も年に

数回、地元のお祭りや、町内で開催しているマルシェ

などに出店し、同・異業者間の情報交換、住民との交

流を大切にしているそうです。 

 また、同カフェで提供されているメニューには、地

元産のフルーツや野菜を積極的に使用していますが、

その中には来店してくださったお客様がたまたま野菜

や果樹生産をされている方で、『ぜひ、カフェで使用し

て！』と話が盛り上がりメニュー提供に至ったものも

あるのだとか。「フルーツや夏野菜などは季節限定にな

りますから、ぜひ、地元の旬を味わっていただきたい」

と小山さんもニッコリです。 

 

 

 現在、カフェキャトルでは 3 名の従業員を雇用し、

地元での雇用の場を提供しています。「実はまだちゃん

と発表できないのですが、来年の夏新しい取り組みに

チャレンジする予定で 

す。千厩の町を賑やか 

にしたい。そして雇用 

の場を増やしたい」と 

意気込みます。今後の 

展開がますます楽しみ 

です。 

～～～～基本情報基本情報基本情報基本情報～～～～    

◆オーナー：小山裕子さん  

◆住  所：〒029-0803 

     一関市千厩町千厩字町 86-1 

◆TEL/FAX：0191-48-4802 

◆定 休 日：毎週月曜日 

Facebook でお店情報発信中！！ 

スキルをスキルをスキルをスキルを活活活活かしてかしてかしてかして地域地域地域地域とのつながりをとのつながりをとのつながりをとのつながりを育育育育むむむむ    

「「「「店店店店をををを持持持持つつつつ」」」」決心決心決心決心させたさせたさせたさせた亡亡亡亡きききき母母母母のののの一言一言一言一言    

オーナーオーナーオーナーオーナー    小山小山小山小山裕子裕子裕子裕子さんさんさんさん    

カフェカフェカフェカフェキャトルキャトルキャトルキャトル    

来年来年来年来年のののの夏夏夏夏！！！！新新新新たなたなたなたな前進前進前進前進！！！！！！！！    

 

企業企業企業企業    

紹介紹介紹介紹介    

 

生まれ育った“わが町”で、誰もが生まれ育った“わが町”で、誰もが生まれ育った“わが町”で、誰もが生まれ育った“わが町”で、誰もがくつろくつろくつろくつろげるげるげるげる空間をつくりたい空間をつくりたい空間をつくりたい空間をつくりたい    

3 月は藤沢町産のいちごフェア開催中 

4 月は・・・楽しみです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１００人？に聞きました１００人？に聞きました１００人？に聞きました１００人？に聞きました！！！！難解地名難解地名難解地名難解地名にににに挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！    

地域にお邪魔する機会が多い私た

ち。時々「え～これってなんて読む

の！？」と疑問に思う地名に出くわ

すことがあります。 

そこで今回は久々の“100 人？に

聞きました！”で調査することに！ 

難解地名すべて答えられる人は果

たしているのでしょうか？ 

今回の難解地名対象地域は「「「「一関市一関市一関市一関市狐禅寺地区狐禅寺地区狐禅寺地区狐禅寺地区」」」」。選りすぐりの難解地名を、地域担当の畠山がピックアップ！ 

各地域で聞き込みを行い、合計 107 人の方にご協力を頂きました。 

 

スタスタスタスタッフのッフのッフのッフの聞聞聞聞きききき込込込込みのみのみのみの様子様子様子様子：：：：花泉地域花泉地域花泉地域花泉地域    

 

 

出題した難解地名 

ｉｎ狐禅寺 

 

『桑木原』に 

行ってみました！ 

そこで、正解率が最も低かった・・・ 

※ゼンリン住宅地図に掲載されている地名の読み仮名を正解とします。 

※読めなかった地名をランキングでご紹介します。 

 

正解率が最も 

高かった地名は 

手負沢（ておいざわ） 

正解率が最も 

低かった地名は 

桑木原  

全体の正解平均は 

37.6%とかなり 

低めである 

田「た・だ」、 

沢「さわ・ざわ」 

桑木原は東大橋の北 200m の場所で、半分が磐井川、残りの半分が川に

隣接する雑木林（桑の木ではない）でした。近くにある北上川学習交流館

あいぽーとの齋藤一公さんのご厚意で同行いただき、長靴履いていざ探

検！堤防から見下ろした右の写真ですが、木以外何もない場所でした。 

 その後堤防を降りて林の中を歩いてみると、川のそばということもあり

地盤が緩い感じです。かつては道もあったようですが、今ではかすかに面

影が残る程度。10 年前の地図にはあった川の中島が今はなくなっている

など、月日の経過や川の浸食と堆積で微妙に形状変化もあるようです。 

 桑木原周辺は明治時代の地図（あいぽーと保有）によると桑畑で、文献

（※）によると桑木原の地名の由来も桑の木にちなんだものだそうです。 

※参考文献：阿部和夫（1981）「一関の地名と風土」トリョーコム 

※取材協力：北上川学習交流館あいぽーと 

残念ながらすべての

地名を正解した方は

いませんでした・・・ 

 

第 1 位 

 

 

②川岸場 カシバ 11.2

③林谷起 ハヤシヤギ 18.7

④土手外 ドテソト 25.2

⑤雁田 ガンダ 36.4

⑥上ミ田 カミタ 39.0

 

⑦久田 キュウデン 43.9

⑧谷地田 ヤチダ 47.7

⑨田谷下 タヤシタ 56.1

⑩宇南田 ウナンダ 61.7

⑪手負沢 テオイザワ 69.2

    

 

■現在の桑木原は雑木林になっていました 

■林の奥に磐井川が流れています 

 

 

 

東大橋 



        WWWWiiiiｌｌｌｌderness Advanced First Aidderness Advanced First Aidderness Advanced First Aidderness Advanced First Aid    

iiiin MIYAGIn MIYAGIn MIYAGIn MIYAGI    

        新規新規新規新規キャリアサポーターキャリアサポーターキャリアサポーターキャリアサポーター募集募集募集募集        

                地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり活動活動活動活動のおのおのおのお助助助助けけけけ本本本本    

                「「「「＋＋＋＋ＮＯＴＥ」ＮＯＴＥ」ＮＯＴＥ」ＮＯＴＥ」（（（（タスノートタスノートタスノートタスノート））））のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介    

        「「「「イマカライマカライマカライマカラ」」」」登録者募集登録者募集登録者募集登録者募集    

メディカルアロマフェスタメディカルアロマフェスタメディカルアロマフェスタメディカルアロマフェスタ    

iiiinnnn いちのせきいちのせきいちのせきいちのせき    

 

FaFaFaFacececece    

bobobobookokokok 

発行発行発行発行■いちのせきいちのせきいちのせきいちのせき市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンター    〒〒〒〒021021021021----0881 0881 0881 0881 一関市大町一関市大町一関市大町一関市大町 4444----29 29 29 29 なのはなプラザなのはなプラザなのはなプラザなのはなプラザ４４４４ＦＦＦＦ    ℡℡℡℡0191019101910191----26262626----6400640064006400    Fax0191Fax0191Fax0191Fax0191----26262626----6415641564156415    

せんまやサテライトせんまやサテライトせんまやサテライトせんまやサテライト                              
    
   

  
 〒〒〒〒029029029029----0803 0803 0803 0803 千厩町千厩字町千厩町千厩字町千厩町千厩字町千厩町千厩字町 149149149149    ℡℡℡℡0191019101910191----48484848----3735373537353735    Fax0191Fax0191Fax0191Fax0191----48484848----3736373637363736        

 

「「「「集落参観日集落参観日集落参観日集落参観日」」」」    

受受受受けけけけ入入入入れれれれ集落大募集集落大募集集落大募集集落大募集    

犬犬犬犬とととと人人人人のののの楽楽楽楽しいしいしいしい暮暮暮暮らしらしらしらし♪♪♪♪をおをおをおをお手伝手伝手伝手伝いしますいしますいしますいします    

出張出張出張出張トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング    

一般社団法人と同じく、団体の公益性や目的に制約はありません。 

財産に法人格を与え、その財産を運用し生じる利益をもって事業を行

うため、法人を設立する時には「３００万円以上の拠出財産を保有してい

ること」を要件としています。そのほか、役員に理事３人以上、監事１人以

上、評議員３人以上置くことも必要で、定款認証と登記手続きをもって法

人を設立します。 

アジアンパーカッションアジアンパーカッションアジアンパーカッションアジアンパーカッション    

一関一関一関一関ライブライブライブライブ    

  

 いちのせきの市民活動スタッフバンク、通

称「イマカラ」は、一関市内で開催される“ス

タッフを募集したいイベント”と“地域で活動し

たい人”をマッチングする仕組みです。当セ

ンターのホームページ内「いちのせき市民活

動スタッフバンク」のページから無料のスタッ

フ登録をすると、スタッフを募集しているイベ

ント情報が随時メールにて配信されます。 

※１８歳以上の方がご登録できます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【ＨＰ】https://www.center-i.org/ 

【問合】０１９１-２６-６４００（いちのせき市民活動センター）    

 キャリア教育支援として、これまで培って

こられた技能・技術（工学系のみならず広

義で）などの仕事の体験や経験を、ボラン

ティアで子どもたち（小・中・高校生）や若

者に伝えるキャリアサポーターを募集しま

す。活動できる日時や時間帯に合わせて

活動でき、若者との交流や様々な職業の

方との情報交換の場にもご活用いただけ

ます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【問合】０１９１-２６-３９１０（ジョブカフェ一関） 

    

 

 パーカッション奏者の吉見征樹さん、秀さ

ん、和田啓さんによるライブを行います。 

リズム楽器でありながら限りなくメロディア

スなそのグルーヴは必聴必見！楽器解説

もあり、エネルギッシュで楽しいライブです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【日時】平成３０年４月１９日（木） 

１８時３０分～２０時３０分 

【場所】蔵のひろば２Ｆ（一関市田村町 8-12） 

【料金】チケット ２，５００円 

   ※チケット購入については下記問合先まで。 

【問合】０９０-４００７-１７２４（菅原） 

「＋ＮＯＴＥ」は、地域づくりに取り組む皆さ

まの一助にしていただこうと、地域づくり活動

に必要な基本的な知識から、いちのせき市

民活動センターのスタッフ一人ひとりがもつノ

ウハウをぎゅっと凝縮した本です。地域づくり

概論から始まり、地域協働の進め方、話し合

いの仕方など全７章で構成。皆さんのスキル

に「プラス（＋）」になり、時には「お『たす』け

役」になりますよう、ぜひご活用ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【価格】一冊１，０００円 

【問合】０１９１-２６-６４００（いちのせき市民活動センター） 

野外で人を助ける技術を学びます。一

般的な救急法とは違い、救急搬送できな

い環境を前提とした実践的な内容に取り

組みます。傷病処置の優先順位や看護・

搬送を視野に入れた行動を学ぶ４日間。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【期間】平成３０年４月５日（木）～８日（日） 

【場所】国立花山青少年自然の家（宮城県栗原市） 

【料金】６４，８００円（税込）(３泊４日)  

※ほか、宿泊費・食費の合計 5,210 円は現地で精算。 

【問合】０１９１-４８-４０４６ 

（日本空糸株式会社（一関市萩荘）） 

日本に治療として本物のメディカルアロマを

普及させた第一人者である、ＮＰＯ法人日本

メディカルアロマテラピー協会会長の吉田晶

一さんによる講演会を行います。ホルモンが

身体に与える影響と更年期、メディカルアロマ

テラピーの有効性など幅広くお伝えします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【日時】平成３０年４月２１日（土）１４時～１６時 

【場所】一関市総合防災センター３Ｆ 大会議室 

【参加費】３，０００円（ラベンダーウォーターのおみやげつき） 

【問合】０８０-５５７５-１８３２ 

（メディカルアロマ教室サンティール/小野寺） 

山は暮らしにどんな恵みを与えるでしょう。

私達は木のぬくもりから何をもらうでしょう。山

に入ろう、木を活かした楽しく豊かな暮らしを

手に入れようとする５人のパネリストを各地か

らお迎えして、山の今、そしてこれからのこと

を様々な方向からから伝えます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【日時】平成３０年４月１５日（日）１３時～１６時 

【場所】一関市総合防災センター３Ｆ大会議室 

【参加費】５００円 

【問合】s-sakio@mtg.biglobe.ne.jp 

     090-6222-8634 

（いずれも「岩手やまんばプロジェクト」菅原宛） 

「トイレの場所を覚えてくれない」「しつけ

の仕方がわからない」…そんな悩みにドッ

グトレーナーが寄り添います。自宅カウンセ

リングのあと、お悩みに応じたトレーニング

方を学び一緒に練習する計４回のプログラ

ム。※開業に向けた準備期間中のため、特別

に先着２名様のみ無料サービスいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【内容】①自宅カウンセリング（１時間×１回） 

     ②出張トレーニング（１時間×３回） 

【料金】無料（先着２組様限定） 

【問合】０８０-１８２２-４９３４（千葉） 

地域外の人達と一緒に集落内を散策（ま

ちあるき）することで、地元住民だけでは気づ

かなかった地域の魅力を再発見しませんか。

「集落参観日」という企画の中で、地域外の

人達を受け入れたいという集落を募集してい

ます。「うちの集落には特に何もないから・・・」

という所こそ大歓迎！先着２集落の募集で

す。詳細は下記ホームページまで。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【料金】無料  

【ＨＰ】https://www.center-i.org/ 

【問合・申込】０１９１-２６-６４００ （いちのせき市民活動センター） 
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今年１０月※に「室根神社勧請１３００年祭（室根

神社特別大祭）」が開催されるにあたり、室根地域

をはじめ、関係する各地域では祭りに向けた準備が

進められています。表紙の色鮮やかな花たちは「袰

祭り」の６台の山車を彩ります。 

（※１０月２６日、２７日、２８日開催） 

山山山山んばサミットんばサミットんばサミットんばサミット岩手岩手岩手岩手    

                ～～～～山山山山へへへへ入入入入ろうろうろうろう！！！！人人人人のののの暮暮暮暮らしはここかららしはここかららしはここかららしはここから始始始始ったったったった～～～～    

「一般財団法人」とはどのような法人ですか？ 

一関 宮城 一関 

一関 市内
全域 

市内
全域 

 

地域制限
なし 

地域制限
なし 


