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　稲かりは初めてしました。教えてくれたししょう
は、大樹さんのおばあちゃんでした。
　稲をかるコツを教えてもらいました。稲を初め
てかったのに、大樹さんのおばあちゃんに「上手
だね。」とほめてもらってうれしかったです。みん
な一生けん命に稲かりをしたので、今までの５年
生の倍の面積の稲をかることができました。
　田んぼのお世話をしてくださった宮村さんのお
かげで楽しく稲かりができました。ありがとうご
ざいました。

　初めて稲かりをしました。かまで稲をかって、
かった稲をわらでたばねて干しました。
　「はさ」に干すのに、宮村さんが稲の投げ方を教
えてくれて、バケツリレーのようにみんなで投げた
り、キャッチしたり、はさに稲をかけたりしまし
た。ぼくや瑠希さんは背が高いので高い所にも稲
をかけました。
　米は大しゅうかくだったのでうれしかったで
す。このお米は米粉にして、パンやめんにするか、
やまもちにして食べたいです。

　９月28日朝日みどり小学校５年生11名、先生と
ボランティアの人たち21名で稲刈りを行いまし
た。刈り始めは最初は声もなく静かでしたが、刈
り取りが進むと声も聞こえるようになり、楽しん
でいるなと思い手を止めてみると、何人かの児童
が結束方法を聞きながら上手にやっていました。
　何でも体験することは大切なものと思います。
あとは美味しい米ができるのをまっています。

朝日みどり小学校５年生 稲刈り ９月28日（月）

発行・お問い合わせ

■編　集 地域振興部
■事務局 〒958ｰ0292　新潟県村上市岩沢5611番地

（村上市朝日支所地域振興課内）
■連絡先 TEL0254 7ー2ｰ6881  FAX0254 7ー2ｰ0328

E-mail  as.shinko-chiiki@city.murakami.lg.jp

■発　行 たかねまちづくり協議会

楽しかった稲かり
朝日みどり小学校５年　斎藤　海斗

不安？楽しみ？
朝日中野　宮村　安二

大豊作だった稲かり
朝日みどり小学校５年　鈴木　理央

おらどごの！おらどごの！

編集後記
　今年から新たにまちづくり協議会に携わり、紙面づくりに参加して
います。活動についてまだまだわからない事も多いのですが、高根地
域の魅力をお伝えしたいと思います。
　今号は、高根地域の夏の思い出を特集してみました。お住まいの集
落以外のことは、なかなか知る機会も少ないので、楽しんでいただけ
たのではないでしょうか？季節はもう秋ですが、ご家族で夏を思い返
していただけると嬉しいです。
　今後も地域の行事や紹介したい人や物、お店などありましたら、ぜ
ひともお知らせください。 （中原）　鈴木　真実

１. 地域の良いところ
・家族のようなあたたかさ
・季節感のある風景と、食の豊かさ（食欲の秋満喫中）

２.住むきっかけ
http://www.niiget.jp/weekly/index/227/
↑出身等についても、こちらをご覧ください。

３.びっくりした郷土料理
・料理名「ワサビ」
　最初聞いたとき、料理名だと理解するまでに時間がかかりました。
　ストレートな「ワサビ」という名前と、わさびがきいた美味しさにびっくり！

４.びっくりした方言
・スミ
　電池や電球のこと。
　「スミがない」「スミを買わなきゃ･･･」と聞いて、バーベキューでもするの
　かと不思議に思いました。
・ゴトゴト虫
　かぶとむしの幼虫。なんでこんな呼び方なのか聞いてみると「ゴトゴトし
　てるろ～」とのこと。そう言われるとそんな気もしてきます。

５.一番笑ったこと
・高根に引っ越してきて１週間たったある日。
　仕事から帰ると、玄関の前にドンッと電子レンジが置いてあったこと。電
　子レンジがないと不便だろうというご近所の方からのプレゼントでした。
　７年経った今も愛用中です。

６. 最近はまっていること
・猿沢にある菅井農園さんでぶどうがり !!
　とっても甘くて美味しいシャインマスカットをたくさんいただきました。
　こんな場所がすぐ近くにあるなんて最高です！
　シーズンが終わってしまったのでとても残念ですが、来年を楽しみにします。

～お知らせ～
朝日みどり小学校作品展

「まちづくり交流広場」
10月17日㈯

　朝日みどり小学校の作品展にて「まちづくり
交流広場」を開催します！
　つきたてのお餅を振る舞いますので、子どもた
ちの作品を鑑賞後にぜひお立ち寄りください！

（10月15日～１月15日まで）（10月15日～１月15日まで）地地地地域域域域 行行行行のののの 事事事事予定予定予定予定
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　隅々まで手入れの行き届いた園庭に白線が光り輝いて見えまし
た。草取りで汗を流して頂いた祖父母の皆様、小さな手で石を
拾ってくれたきりん組の子どもたち。職員総出で整備した見事な
園庭で行われた高南保育園の運動会。
　１歳児から年長児までが、それぞれの力を十分に発揮してくれ
ました。お家の方々、地域の方々に見守られ、１年生にも参加頂
き、あちこちで笑顔があふれた運動会でした。自分の頑張りを認
めてもらった子どもたちの成長がますます楽しみです。

2015.9.30（水）みんなの笑顔があふれた運動会
高南保育園園長　中山　弘美

今回は、高根集落の能登谷創さん愛貴さん夫妻の紹介です！
そう あき

▲高根天蓋高原夏まつりにて



　８月、黒田公民館前で行われた
ラジオ体操では、小学生や小さな子
どもたち、多くの地域の皆様と一緒
に、健康的な朝を過ごしました。

　ラジオ体操に参加して
黒田 　大田　政和 

　中原の盆踊り
中原　鈴木　璃於 

　私が住んでいる中原では、毎年夏に盆踊りが行われて
います。太鼓や笛の楽器は子どもと大人が協力したり、教
えてもらったりします。疲れて大変な時もありますが、毎
年参加して中原集落を盛り上げて行きたいと思います。

　楽しく!! あっという間の10時間
高根　遠山　政好 

　８月２日㈰海抜420ｍの天蓋高原は、朝10時30分から夜の
８時30分まで「夏祭り」に参加された１千人のお客様が真夏
の１日を楽しんだ。
　「山にいると時間が短く感じます」と新潟市からのお客様！

　関口集落相撲大会
関口　海沼　佳樹 

　今年も集落の伝統行事である五穀豊穣を祈願
した花相撲大会が行われました。当日はたくさ
んの人が集まり、大変盛り上がりました。
　これからも、集落をもっと盛り上げていく為
にもこのような行事をこれから更に若い人たち
に引き継いでいきたいです。

　第34回ジュニアスポーツ大会
　 Ｃブロック みどり小イーグルス優勝！！

朝日みどり小学校 ６年　小田　恭平 

　ぼくがＭＶＰを取れたのは、２年生からピッチャーの練
習をがんばってきたからだと思います。本番は、きん張し
たけど落ち着いて投げることができました。速い玉を投
げることができ５本位しか打たれませんでした。

　継続は力なり!!
岩沢　菊池　由史 

　「イワッセーワッショイ」の掛け声で始まった岩沢子ど
も祭。子どもたちが掛け声と共に神輿を担ぎ、地域の方々
に樽太鼓を披露した。沢山の声援と拍手の中で33年間続
いている子ども祭の大切さを、改めて感じることができま
した。
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中原チーム中原チーム

　７月26日、阿賀町で開催され
た第66回新潟県消防大会に中原
チームが出場しました。県内各地
からの代表チームが出場し、９位
と健闘しました。

県大会出場！

黒 田黒 田

まちづくり協議会も
参加しました
まちづくり協議会も
参加しました
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