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佐 藤 幸 夫

旧野田堤湿原環境整備事業 松沢集落
松沢集落では、地域の宝である自然環境を後世に残すために、年間を通して旧野田堤の
環境整備事業に取り組みました。生き物調査や植物調査、遊歩道の整備を行い、完成した
遊歩道を松沢パインバレーと名付け、自分たちが住む地域の魅力を再確認しました。

要害山
平林地域まちづくり協議会

伝統文化継承事業 宿田集落
宿田集落では、８月24日（日）、伝統ある
神楽を後世に受け継ぐため、子供から大人
までの賛同者を募り、お祭り保存会を立ち
上げました。お祭りでは、剣舞や獅子踊り
のほか、「おばこ踊り」「一文踊り」を復活
させて小中学生が披露しました。

では、平林地域の豊かな自然
環境や文化を未来への贈り物
とし、この地に暮らす人々そ
れぞれの良さを活かし、お互
い知恵を出し合い、協力し合っ
て、活気と魅力ある地域を目
指して活動しています。
今年度は、地域活性化に向
けて積極的に取り組む事業へ

集落運動会 湯ノ沢集落
湯ノ沢集落では、９月14日（日）に今回
で37回目を数える集落運動会が開催され
ました。青空のもと、子どもから大人ま
で約80名が集まり、運動を通して世代間
の交流と親睦を深めました。

の支援や、よりよいまちづく
りの取り組みを学ぶための先
進地視察研修、まちづくりへ
の女性の参画を進めるための
意見交換会、安全安心な暮ら
し対策のための防犯研修会を
開催しました。
収穫祭 小岩内集落
小岩内集落では、８月31日（日）に、恒例
の収穫祭を開催しました。公会堂前には子
供から大人まで大勢の人が集まり、獅子舞
やスイカ割りを見ながら、若者が中心となっ
て作った豚汁や焼き肉など食べて集落内の
親睦を深めました。

避難訓練 葛籠山集落
葛籠山集落では、自主防災活動を通じ
てまちづくりに取り組んでいます。８月
31日（日）に、車イスを使った避難訓練や
大勢の区民が参加した交流事業の会場で、
羽釜、ガスコンロを使った炊き出し訓練
を行い、いざという時のために備えまし
た。

また、
地域全体の事業として、
"芋煮合戦！とお不動様ハイキ
ング & 荒川クリーン作戦"を開
催し、約350人が水辺の楽校に
集い交流と親睦を深めました。

嶽薬師 姥杉

大神楽 川部集落
川部集 落では︑ ９月

２ 日︵ 火 ︶に ︑ 江 戸 時 代
の中 頃から続 く大神楽
が伝 統芸能保 存会によ
り開催さ れました︒ 村

上市 の無形文 化財にも
登録され ている ﹁獅子
さ んばそ う
舞 ︑ 三番叟 ﹂ の ほ か に
﹁剣舞︑おかめさ踊り︑

佐渡おけ さ﹂ を加えた
５つの演目が 披露され︑
集ま った人達 は伝統芸
能に見入って いました︒

女性代議員意見交換会
１0月４日（土）、女性の視点でのまちづくりに取
り組むために、女性代議員との意見交換会を開催し
ました。ワークショップ形式で行われた意見交換で
は、女性の目線による地域の「良いところ」「悪い
ところ」が話し合われ、たくさんの意見いただきま
した。

平林イルミネーション事業 平林集落
平林集落では、10月25日（土）
に、集落の絆を深め平林を地域内外
にアピールすることを目的として、農村公園にイルミネーション
ツリーを設置しました。高さ８．
５メートルのツリーには約5000
球のＬＥＤが飾られ、点灯されたツリーには「絆」の文字と色と
りどりの光が浮かび上がり、集まっ
た人々の目を楽しませました。

地域交流事業
10月12日（日）に、まちづくり協議会主催の「芋煮合戦！とお不
動様ハイキング＆荒川クリーン作戦」が開催されました。当日は、
秋晴れのもと新潟県の名水に選ばれた「平林不動滝」へのハイキ
ングと荒川クリーン作戦を行い、お昼は各集落自慢の芋煮を食べ
比べ地域の交流を深めました。

塩谷作品展 塩谷集落
月 日 土
( ・
) 日 日( )今年の作品展には 人 ︑１５７点が
出展されました︒ ４３２人が来場し︑﹁上手だね〜 ﹂と感嘆して
いました︒続けることで新しく出展する方も増えています︒
また︑懐かしい写真も画像で紹介されました︒
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福田賽の神 福田集落
１月12日(日) 福田集落では、昨年から集落全体で
行っています。これまで各組で行っていましたが、
集落一つで行おうと始めたものです。
場所は、堀川沿いの農道です。集落の方が50人近
く集まり、新年の無病息災を願っていました。
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牛屋ふれあい大会 牛屋集落
月 日 日
( )第 ９回とな る今年は︑
農村 公園で 秋晴れの 下２０ ０人以上 が集
まり ︑午 前中は集 落を３組 に分けた 競技
会︑ 午後 からカラ オケなど で楽しく 交流
を深め︑笑い声が飛び交っていました︒
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赤松区周辺環境整備 赤松集落
月５ 日 日
︵ うち お子さ ん 人 ︶ が参加 し︑ 区
( )区 民 人
と して は初 めての 環境 整備 活動を 行い ました ︒ 赤松 区は 平成
年に でき た新し い集 落で す︒ 区民 のコ ミュ ニケー ショ ンづ
くりに皆さんで取り組んでいます︒

塩谷大祭 塩谷集落
９月２０日(土) 塩竈神社秋季大祭には、重量
８００ｋｇにもおよぶ御神輿が担がれます。朝８
時30分から夜８時までの間、若者衆が威勢よく家々
を練り歩きます。
格子戸がかもし出す懐かしい町屋の中を行き交
う神輿の様子は、迫力と同時に昔と変わらない風
情が感じられます。
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砂山
Sunayama
会

長

伊與部 眞士

ワクワクお幕場ウォーキング
月 日 月
チー ム
( に
)
１２８人の参加で行いました︒
砂山 地域 の人 が自 慢で きる 広
大な 松林 で楽 しも うと 行っ て
いま す︒ 袋 に入っ た松 ぼっ く
りの 重さ や数当 て︑ そ れに 風
景の アン グル探 しな どで ︑ １
時間ほどウォーキングした後︑
松ぼっくりでフクロウをモチー
フに した オブジ ェを ︑ 参加 者
全員で作りました︒
完 成し たオブ ジェ は︑ 砂 山
小学 校の 文化祭 時に 展示 し︑
来場者に見ていただきました︒
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花いっぱい事業管理作業の様子
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砂山地域まちづくり協議会
では、地域事業として「砂山
地域」の皆さんが大事に思っ
ている清流「荒川」と広大な
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「松林（お幕場）」をメインに
した事業に取り組んでいます。
また、各集落の伝統を継承
している事業や集落ぐるみの
ふれあい事業を応援していま
す。
「荒川」を主体にした事業で
は、5 月に福田集落寄りの堤
防で花いっぱい事業を行いま
した。「松林（お幕場）」をメ
インにした事業では、松林の
自然を利用した「ワクワクお
幕場ウォーキング」と題した
イベントを行い、地元の素晴
らしいところを体験してもらっ
ています。

冬のお幕場

【完成した松ぼっくりオブジェ】
コンパネ２枚の大きさに、松ぼっくりに
色を付けフクロウを描きました。使った松
ぼっくりは２千個余り。イベント部会の皆
さんに手分けして、夏の時期から拾い集め
てもらいました。拾った感想は「松ぼっく
りは、簡単に拾えるほど落ちていない」と
いうことでした。

神納
Kannou
会

桃川甚句盆踊り・カラオケ大会 桃川集落
桃川集落では、８月16日に公民館を会場に、桃川甚句盆踊りを行い子供からお年寄りに
帰省客も加わり、楽しい一夜を過ごしました。盆踊りの後は、カラオケ大会も行われ大い
に盛り上がりました。

長

鈴 木 一 昭

ポーラースター神林
神納地域まちづくり協議会
では、恵まれた地域の自然を
活かし、地域内の交流をいっ
そう深めるとともに、みんな
で協力し支え合いながら、安
心して暮らせるまちづくりを
目指します。

夕涼み会 有明集落
有明集落では、予定していた盆踊り大会が
雨により中止となったため、8 月 30 日に夕
涼み会を行いました。夜店の出店、子供たち
のゲーム、そしてカラオケ大会を行い、子供
からお年寄りまで大喜びで賑わいました。

まずは環境整備や防災活動
などこれまでの集落での取り
組みを重視し、集落内での交
流会などを通じて交流を図り、
住民の意識を高めて頂いてい
ます。
また、敬老会への参画や秋
のイベント・視察研修・講演
会を開催し、事業の充実を図っ
ています。

収穫感謝祭 山田・岩野沢集落
山田・岩野沢集落では、10月19日に交流イベントとして地元出身の歌手「朝日奈ゆう」
さんをお招きして歌謡ショーを行いました。みんなで一緒に歌を歌ったり、握手をしたり、
写真を撮ったりして楽しみました。

神林とら堤公園

神納地域大運動会
地域イベントの一つとして10月12日に大運動会を行いました。当日は、晴天
に恵まれ子供から大人までおよそ400名が参加して交流と親睦が図られました。
今年のアトラクションは、全員で神林音頭を踊りました。

先進地視察研修
11月16日に市内高根地域に視察研
修に行ってきました。
「高根フロンティ
アクラブ」と「たかねまちづくり協
議会」の取り組み活動について学び、
そば打ちの体験もしてきました。

クリスマスツリー 河内集落
河内集落では、11月30日に高さ８メー
トルの大きなクリスマスツリーの飾り
付けを小中学生と一緒に行いました。
今年で 6 年目となり、今では地区の元
気と融和のシンボルとなっています。

第 2 回ふれあい口演会
２月22日に神林農村環境改善センター
を会場に「第 2 回ふれあい口演会」を
行いました。マジックショーを見て大
笑いし、交通安全の落語を聞いて安全
意識を高めました。
統一賽ノ神 指合集落
指合集 落では︑ １月
日 に各 組に より実 施し て
いた﹁賽ノ神︵ホイホイ︶
﹂
行 事を一 会場にお いて︑
集 落住民が ﹁ 家内安全﹂
﹁ 無 病 息 災 ﹂﹁ 五 穀 豊 穣 ﹂
を 祈願し ました︒ 竹竿 に
ぶ ら下げ たする めや餅 は︑
健 康で 過ご せるよ う焼 い
て食べました︒
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灯篭流し 殿岡集落
殿岡集落では、８月16日に集落内を流れる石川で、それぞれの家で思いを書き込んでもらった灯篭を流し、先祖の霊に
思いをはせました。ぼんぼりと灯篭は、幻想的な雰囲気を醸し出していました。

収穫感謝祭 志田平集落
月 日︑ 志田平 集落で 収穫感 謝
祭 が行われ ました ︒世 代を問わ ず︑

み んなで 集まれ る行事 で大変 好評 で
す ︒三 流亭楽 々さん の防犯 落語で 楽
し く防犯に ついて 学び︑ その後 ︑ 手
作り料理を堪能しました︒ 月に行っ

た 陶芸教 室の作 品展示 も同時 開催 し
ま した︒ みん なで一 つのこ とに取 り
組 んで︑ 集落 内の親 睦・交 流が図 ら
れました︒
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石井玲子 with フレンズ
〜ピアノと歌のコンサート〜 神納東地域
昨年度に引き続き、山屋在住で新潟県立
大学准教授の石井玲子さんのピアノコンサー
トを開催しました。今回は同大学の斉藤美
和子教授と４年生でアーティスト活動も行っ
ている道前はづきさんに共演いただき、ピ
アノ連弾演奏、ピアノと歌の２部構成で行
いました。約150人の方が来場され、繊細
かつ迫力のあるピアノの音色と素敵な歌声
に酔いしれました。

山屋区・やまゆり荘・やまやの里
合同収穫感謝祭 山屋集落
10月５日、山屋集落で収穫感謝祭が行わ
れました。今年度は盆踊りで交流のあるや
まゆり荘、やまやの里と合同で開催しまし
た。集落、両施設から合わせて約200人の方
が参加され、一層の交流が図られ、有意義な
会となりました。会場では、山屋集落によ
るチャリティバザーも行われ、売り上げは
広島市の土砂災害被災地へ寄付されました。
収穫感謝祭 七湊集落
10月 26日、七湊集落で恒例の収穫感謝祭が行われました。10月下旬でしたが、汗ばむような陽気の中、大勢の皆さんが参
加されました。つきたてのお餅と、名物となった大鍋で調理した豚汁が振る舞われ、午後からは村上市出身の演歌歌手、朝
日奈ゆうさんの歌謡ショーが行われました。盛りだくさんな企画で秋の一日を満喫しました。

神納東
Kannou-Higashi
会

長

八藤後 敬一

マーケットシティ村上
神納東地域まちづくり協議
会では、
「心やさしく安全に暮
らせる神納東

〜笑顔があふ

れる集落・地域を目指して

竹灯篭祭 山屋集落
山屋集落では、昨年度から８月３１日と９月１日の秋神楽
にあわせて、神社参道を自作の竹灯篭で飾る竹灯篭祭を開催
しています。２年目となった今年度は、竹灯篭を上から見る
と笑い顔に見えるように加工して、「笑顔でつなぐ集落」を
イメージしました。夕方からのライトアップに合わせて、大
勢の方が参拝に訪れ、ライトアップされた幻想的な情景に感
動されていました。

〜」の基本理念のもと、各種
事業に取り組んでいます。
今年度の主な活動では、集
落支援として、伝統行事継承
のための事業や住民同士の親
睦・交流を図る事業が行われ
ました。
地域の交流事業としては、
地域全体で行う「ふれあい運
動会」と地元在住のピアノ奏
者である石井玲子先生（新潟
県立大学）によるピアノコン

津波避難道整備ボランティア 神納東地域
安全安心な地域を守る取り組みとして、昨年度から神納東小学校の津波避難道として使
われている山元遺跡の山道をボランティアで整備しています。10月４日、地域の方７名が
参加され、山道の落葉掻きや刈払いをして、安全に上り下りできるように整備されました。
10月29日には小学校で山道を使って避難訓練が行われました。

サートを実施しました。
今後も魅力あふれる元気な
まちづくりのため、各種事業
に取り組んでまいります。

神納東ふれあい運動会 神納東地域
10月13日、毎年恒例のふれあい運動会を行いました。台風の接近による悪天候が心配さ
れましたが、幸いにも雨はほとんど降らずに、予定どおり屋外で開催することができまし
た。どの集落も抜群のチームワークで、競技中は選手も応援席も笑顔があふれ、楽しい秋
の一日となりました。
山元遺跡からの眺め

西神納
Nishi-Kannou
会

西神納地域ミニ体育祭 西神納地域
10月12日（日）
、まちづくり協議会主
催のミニ体育祭を神林総合体育館を会
場に開催しました。バスケット玉入れ
リレーやパン食い競争などで順位を競
い、今年は、南田中チームが総合優勝
を果たしました。

長

竹 内 友 二

パルパーク神林

伝統文化継承 南田中集落
８月 日
︵金︶︑南田中集落の神 楽で︑
集落 伝 統文 化 の剣 の 舞や 獅 子舞 と ︑ 昨
年復 活 し た子 ど も達 に よ るお ば こ節 も
披露されました︒
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西神納小学校文化祭 西神納地域
10月19日（日）、西神納小学校の文化祭が行われ、今年も学区民作品展とふれあい昼食に
まちづくり協議会も参画してきました。
ふれあい昼食会では300人前のカレーライスを準備し、子ども達と地域の方が一緒に昼食
を食べてもらいました。

西神納地域まちづくり協議
会では、西神納地域の住民が
つながりを持ち、地域課題や
要望を話し合い、支え合いな
がら地域住民が一体となって、
安心して暮らし続けられる地
域を実現することを目的にま
ずは、各集落で行う事業と地
域全体で行う事業をメインに
取り組んでいます。
各集落では、神楽、七夕祭
などの伝統行事や、集落交流
会、納涼祭などで親睦を図る
事業、また、ゴミ拾いや花の
植栽などで集落の環境整備を
図る事業などのほか、料理教
室や自主防災組織の充実など
に取り組んでいます。
地域全体では、夕涼み会の
ほか、ミニ体育祭や冬のイベ
ントを予定しております。ま
た、学校等と連携を図り、２
年前より西神納小学校の文化
祭にも参画しております。

JAかみはやし岩船駅前倉庫

神楽前夜祭 牧目集落
８月 日︵土︶︑牧目集落で ︑毎
年 恒例の神楽前 夜祭が行われ ︑幼
児 から高齢者 まで参加出来 るゲー
ム やクイズ︑ 出店などで 集落内の
親睦と交流を図りました︒
30

西神納地域雪まつり 西神納地域
２月７日（土）、まちづくり協議会主催の
雪まつりを開催しました。
今年は、例年になく少雪のため、雪像コ
ンテストは中止となりましたが、屋内で予
定していた朝日奈ゆうさんの歌謡ショーと
新聞紙タワーゲームを行いました。

環境整備・お幕場ウォーキング・
芋煮会 松喜和集落
月２日
︵日︶
︑松喜和集落で︑下
水 清掃 な どの 環境 整備 を行 い︑ そ
の 後︑ お幕 場ウ ォー キン グ と芋 煮
会 で︑ 集落 住民 の親 睦を 深 めま し
た︒
11

村上市・神林地区の「市民協働のまちづくり」について
市内各地域が抱える課題の解消や地域の活性化を目指して取り組む「市民協働のまちづくり」。
市では、平成24年度から「地域の元気づくり」として、市民の皆さんと行政が一体となって、市民
協働のまちづくりに取り組んでいます。
神林地区では、５つの小学校区単位でまちづくり協議会を設立し、各協議会で地域の特色を活か
した取り組みを行っています。
まちづくり事業が始まって３年が経過し「隣のまちづくり協議会でどんな取り組みを行っている
のか知りたい」という声をお寄せいただいています。神林地区各まちづくり協議会の主な活動をま
とめましたので、お知らせいたします。
神林地区の各まちづくり協議会では、今、各集落からの運営委員さん方と次期まちづくり計画の
策定を行っています。平成27年度から新たな計画のもと、まちづくり事業を行っていきますので、
皆様方のご参加とご意見をお願いいたします。

