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[No.2] 南野編民俗行事
52年に「御神楽舞保存会」が結成さ

れ、今日に至っています。しかし、数

種あった舞が 「剣の舞」 のみ小学５,６

年生 （男女） に伝承しているだけにな

りました。

　８月17日祭典の日、

御神幸行列の出発前と

神社での奉納舞の２回、 

150～160人の見物客

の静寂の中、右手に神

楽鈴で無病を鎮め、左

手には剣を持って掛声

で無病を切る姿は、勇

壮で感無量になり、目

頭が熱くなる思いです。

　安政５年 （1858年） より翌年の

９月頃まで病が流行し、命を失う者

が多く、「祈念祈祷しても無病益々

横暴になり、鎮めるために笛太鼓を

打鳴らし、御頭を舞い祈無病粗鎮ま

り候」と “ 若連中御頭舞初控 ” に記

されています。

　御頭舞は狩川、数種の舞は茗荷瀬

より伝習したといわれています。神

楽は、若連中により自主的に奉仕さ

れてきました。戦中戦後しばらくは

中止になりましたが、若者達の熱意

により復活することができ、 昭和

　先人達が村の平和を願ったこの舞

がいつまでも続いていけば幸いと思

います。

　今年も数十日で祭がきます。今か

ら楽しみにしています。

「子供剣の舞」
水尾 正昭 氏

パパ・ママに
インタビュー

① 名前の由来は？

② 今一番の興味や、

 　はまっている遊びは？

③ 最近のエピソードは？

④ パパママの失敗談

⑤ パパママからのメッセージ

①美しい音を奏でて、人を引きつける魅力を持ち、
　心の優しい人になってほしいと願いを込めて。

②DVDやCDの音楽に合わせて踊ること。

③甥っ子の赤ちゃんを見て、頭をなでなでしたり、
　ほっぺをツンツンしてあやしていた。
　
　④携帯電話を触っていて、知人に電話をかけて
　　しまったことにビックリ！
　
　⑤病気に負けない身体を作るように、いっぱい
　　ご飯を食べ、大きく成長してほしい。

富樫　美音ちゃん
み　おん

平成26年３月24日生まれ

パパ：尚志 /ママ：五月

（沢新田）

さとし さつき

子供剣の舞子供剣の舞
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ふと立ち寄りたくなる…
　　そんな気持ちにさせるところ

　４月から鶴岡市内の小学校勤務

となりました。前任校はどんな学

校かという質問をよく受けます。

美しい水田が広がり、緑に囲まれ、

北に美しい鳥海山が見える風の強

い地域。でも、どんなに風が強く

ても元気いっぱい外遊びをする子

ども達…など、和合地域の美しい

景色や子ども達の笑顔が次々と思

い出されます。

　四小には３年間お世話になり、

授業のお手伝いや様々な活動を通

して子ども達に関わらせていただ

きました。人なつっこく、素直で

たくましい子ども達。四小の子ど

も達のこの “ めんごさ ” はどこ

から来るのでしょうか。豊かな自

然の中で地域と家庭と学校が手を

とり合って、温かく子どもを育て

ているからだと私は思います。

　新しい環境で日々奮闘中の私。

そんな私にとって和合とは、ふと

立ち寄りたくなる所。和合とは、

少しの期間お世話になった者をも

そんな気持ちにさせてくれる温か

い所。そんな温かい中で育つ子ど

も達は幸せです。四小を離れてみ

て改めて強く感じます。

大谷　由紀 先生
ゆ　 き

（平成24～26年度　余目四小勤務）

鶴岡市立朝暘第一小学校

齋藤　楼空くん
ろ　 あ

平成26年４月13日生まれ

パパ：昌也/ママ：智

（ 南 野 ）

まさや とも

五十嵐 光歩ちゃん
みつ　ほ

平成26年５月19日生まれ

パパ：誠 /ママ：かずみ

（ 南 野 新 田 ）

まこと

①男の子が生まれたら、空という字を名前に
　入れたかった。青空のようにやさしい子に。

②TVの踊りのまね。手押し車で歩く。

③食事をすると何でも「うめっ!!」とさけぶ。
　うれしくて何ともいえないかわいさです(笑)

④姉２人に子守りをまかせてしまう。
　５分もすると茶の間の方から泣き声が…

⑤お姉ちゃんたちと仲良く、
　やさしい子に育ってね。
　そして笑顔で家族を明るく
　してください。

①光輝くような人生を一歩ずつ歩んでほしいと
　いう思いを込めて父と母で考えました。

②自宅探検。トイレやお風呂場大好き(泣)。

③お姉ちゃん達を注意した時、姉をかばう
　ように母に大きな声を出していました。

④お風呂で目を開けたまま沈んだこと。
　（お姉ちゃん達も全員一度は経験している…）

　　　　　　⑤お姉ちゃん達と大きくなっても
　　　　　　　ずーっと仲良くしてね。
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夏の健康…　何食べる？

夏場は暑さにより食欲が落ちて、栄養不足になったりします。
しっかり食べて夏を乗り切りましょう。

○基礎体力を維持してくれるタンパク質
　 肉・魚・卵・大豆製品

○疲労回復効果の高いビタミンＢ１
　 豚肉・レバー・うなぎ・胚芽米・豆類

○食欲を促進してくれる薬味
　わさび・しそ・ネギ・みょうが・とうがらし
　からし・にんにく・カレー粉　等

○体の熱をクールダウンさせてくれる夏野菜
　ゴーヤ・オクラ・トマト・きゅうり・枝豆・ナス・ピーマン・トウモロコシ・ニラ
　かぼちゃ・ズッキーニ・いんげん・モロヘイヤ　等

　御年86歳の良雄さんは、毎日

４か所の畑をまわり、水かけや草

取りに精を出しています。たくさ

んの家庭用野菜を育てていて、す

でに収穫を終えたものもあり、今

は夏野菜の収穫を楽しみにお世話

をしていました。

　取材でお邪魔したこの日は、知

人の勧めで栽培しはじめて15年

になるというみかん畑で、青々と

茂った葉のかげで除草作業を

していました。「今年は、５月の

花をみるとあまり実がつかないか

も。去年は食べきれないほどの収

穫だった。野菜も同様に出来がよ

くないなぁ…」「今は、スーパーに

行けば季節に関係なくほしい食材

が手に入る。でも、作る楽しみや

収穫の喜び、健康のためにいろん

な野菜を植えて、暇なく畑をして

いる。」長年の経験をもってして

も、毎回 “ 畑の教科書 ” と自身の

栽培日記と照らし合わせ、勉強を

していると話す良雄さん。前田野

目で男性最高年齢の良雄さんは、

そのお年を感じさせず、生き生き

と畑仕事をしておりました。

小林  良雄さん（前田野目）
よし   お

晴天続きで風が吹けば心地よく、とても過ごしやすい。
それにしても雨が降らない６月。
庭の花壇も畑も雨が待ち遠しいかぎりの今日この頃です。

●庄内町地域包括 立川サブセンター
　　　　　　　　　　　(庄内町役場立川庁舎内)TEL 51−2505

●庄内町地域包括支援センター
　           　　　　　　（介護センターほほえみ内）TEL 45−1030

高齢者の相談窓口（介護相談・心配事などお気軽にご相談ください）高齢者の相談窓口（介護相談・心配事などお気軽にご相談ください）高齢者の相談窓口（介護相談・心配事などお気軽にご相談ください）

《夏の健康を維持するためにおススメの食品》
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5

　６月も終わる頃、やっと梅雨入り。

北楯大堰と吉田堰、二つの大きな堰が

田んぼを潤しているにもかかわらず、

雨が降らないとやはり稲の生長に影響

が出るようだ。雨が降りますよう

にと神様にお願いする。雨乞いには

黒い馬の絵を描いた絵馬を、逆に晴

れを願う時には白い馬の絵馬を奉納

する。馬は、昔から神様の乗り物と

されていた。黒い馬に乗った神様は

真っ黒な雨雲を、白い馬に乗った神

様は晴れた空に浮かぶ白い雲を連想

させたのかもしれない。科学が発達し

た現在でさえ、人の力で天候を変える

ことはできないのである。

亀治の目

亀治からのメッセージ
■バケツ日記

毎年恒例となったバケツ稲。
今年は、「亀ノ尾」と「つや姫」を
植えています。
比べてみると違いが良くわかります。

渡部利右エ門コレクション展Ⅱ

● 培土機 
　 田んぼに溝を切る道具

● たらい 
 　水を入れる平たい容器

【道具図鑑】

夏、稲の成長を促すために、
田の水を落し中干しする。
培土機で溝を切ることで
排水を促す。

大きなたらいは、嫁入り道具のひとつに
数えられるほど大切なもので、洗濯は
もちろん、夏は子どもの水遊びのプール
になったり、スイカや
トマトを冷や
したりと、大
活躍だった。

̶ 8月23日(日)まで ̶

＊ギャラリートーク　
　7月29日（水）　午後１時30分～
　講師  公益財団法人本間美術館 館長　田中 章夫氏

ばい   ど     き

【企画展】開催中

書跡　俚　　言／高橋泥舟　 絵画　雲龍図／菅原梅里

書跡　七言二句／勝海舟　　 工芸　短　刀／上林恒平

絵画　野 馬 図／菊田伊州　 工芸　縁頭 鬼の茶湯図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／岩本昆寛

■主な展示品
り　　　      げん　                 でいしゅう

しちごん  に     く

や　　ば　　ず　　　　　　   い しゅう

うんりゅう    ず　　　　　　  ばい  り

つね ひら

こんかん

ふちがしら　　　　　ちゃ  ゆ    ず
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第四小学校 こうなってほしちゃ 和合の里
—— ６年生のみんなが願う『和合の里』の未来像 ——

　和合の里が、きれ
いな所で、きもちい
い所がいいです。ゆ
たかな和合の里にし
たいと思い、がんば
りたいと思います。

なぞなぞなあに!!

　和合の里は、米作り
がさかんで、米はおい
しいです。ぼくが大人
になっても、ず～っと
米はおいしいと思い
ます。

　私は、いつまでもみ
んなが明るくこれか
らもおいしいお米が
たくさん食べられる
和合の里になってほ
しいです。

　けんかやいじめが
なく、明るく楽しい和
合になってほしいで
す。それと事故がない
安全な所になってほ
しいです。

した。「みなみ」の皆さんは、「ま

だかな、まだかなー」と、待って

いてくれました。到着すると、100

円を握りしめ、ブルーベリーパイ

といちごパイを自分で選んで買い

ました。ちょっぴり緊張しながら、

じっくり眺めて決めていました。

「みなみ」の皆さんも決ま

るまで待っていてくれ

て、やっと決まって「い

ちごください」と言うと、

「はい、どうぞ」と手作

りの買い物袋に入れてく

れました。

　向かいのグラウンドで、

お昼にパンもいっしょに

　6月17日（水）は、青い空の下、

心地良い風に吹かれながら、子ど

も達とボランティアのおじいちゃ

ん、お母さん、お父さん達と一緒

に、今年度初めての園外保育。南

野まで約１キロの道のりを30分

かけて歩いてパンを買いに行きま

食べました。とってもおいしかっ

たです。

　自分で買ったパンのおいしさは

格別。手渡しでの買い物は、優し

さもいっしょにお買い物した感じ

がしました。

【地域探検シリーズ】就労施設みなみへパンを買いに…

第四幼稚園

よつばっこ通信

先　生 「ふくらんだり、縮んだり

　　　  するもので、飲み込めない

　　　　ものな～あに？」

○○くん「女の子!!」

先　生 「ン？」

　　 (ふくらんだり…縮んだり…

　　  私のこと?? ぎゃふん)

≪正解はガム≫

鈴木　凛華
りん  か

長谷部　晟也
せい  や

工藤　彩稀
さ　 き

志田　陽人
はる  と
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和合交番

野菜たっぷり、懐かしの給食の味！

豆腐の中華風煮

みなさん、知っていますか？

＊ 野菜は、 家にあるもの “何でも” OK ! !

◎材料（5人分）

豆腐 
たけのこ水煮
しいたけ
人参 
もやし
ニラ
豚ひき肉
しょうが 
鶏がらスープ 
しょうゆ
水溶き片栗粉 

…………………１丁
……小１本

…………3～5枚
………………小１本
………………１袋
…………………１束

…………200ｇ
……………１片

…大さじ２
………大さじ５

………適宜

ひとくちメモ
　豆腐には大豆のうまみと

栄養がギュッと凝縮されて

います。

　大豆に含まれる栄養成分

が消化吸収しやすい状態に

なっています。

① 豆腐を水切りする。

② たけのこ、人参は厚めのいちょう切り、
　 しいたけはスライス、ニラは３㎝幅で
 　切る。しょうがはみじん切り、もやしは
　 洗っておく。

③ 鍋を火にかけ、ひき肉としょうがを入
　 れ、炒める。水200ccに鶏ガラスープ
　 を入れ、人参・たけのこを煮る。
　 しょうゆ・しいたけ・もやし・ニラを入
　 れ、火が通ったら水溶き片栗粉でとろみ
　 をつける。

◎作り方

６月１日から自転車に関する
道路交通法が改正されました

自転車運転中に

危険なルール違反
をくり返すと

自転車運転者講習
を受けることになります。（義務化）

講習の対象となる危険行為とは…
・・・・

命令を受けてから３ヵ月以内の指定

された期間に受講しないと

５万円以下の罰金!!

信号
無視

一時
不停止

酒酔い
運転

など

自転車が関係する交通事故の約６割が、

自転車側にも法令違反のあるのが実態。

※1 「危険行為」

・信号無視　・遮断踏切立入り　・一時不停止　・安全運転義務違反

・制動装置（ブレーキ）不良自転車運転　・酒酔い運転　・通行禁止違反

・通行区分違反・歩行者用道路での歩行妨害・交差点安全進行義務違反

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害　・歩道通行時の通行方法違反

・交差点優先車妨害　・環状交差点安全進行義務違反

※2 「自転車運転者講習」

　違反者の特性に応じた個別的指導を含む３時間講習

　（講習手数料の標準額は 5,700 円）

14の「危険行為」を
過去３年以内に２回以上
繰り返すと、

「自転車運転者講習」の
受講が命じられます。

※1

※2
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地域インフォメーション!!

編 集 後 記

　平成17年７月に庄内町が誕生して今年で10年の節目を迎

え、6月27日響ホールを会場に庄内町合併10周年記念式

典が開催された。そこで記念公演として、「西袋獅子踊保

存会」の皆さんによる獅子踊りが上演され、勇壮な舞が式

典に華を添えた。

庄内町合併１０周年記念式典

　５，６月。雨らしい雨が降らず、
植物には試練の月だったに違い
ない。５月は、県内２２地点の観
測所のうち２０地点で月平均気
温が統計開始以降高い方から第
１位を記録（残る２地点は第２
位）また、月降水量が少ない方か
ら第１位とそれぞれ更新した。
（※山形県地方気象台統計より）

花だんのベゴニアとマリーゴー
ルドも連日のだし風と晴天の日
差しに耐えた日々だった。　
　６月末、ようやく梅雨入りし、
まとまった雨が降った。雨にう
たれて、一層色鮮やかに咲いて
いる花たちがほっとしているよ
うに見える。
　水無月…陰暦で６月のことだ

が、「水のない月」ではなく、“田
に水を引く月” であることから
「水の月」という由来の説がある。
でも、今年の６月は文字通りの
水のない月であった。
　夏休み目前の今、楽しい計画
を立てていることと思う。イメ
ージどおりの「夏」を満喫できる
天気であってほしいと願う。

記念公演
6月27日

西袋獅子踊り
披　露

西袋獅子踊りは、江戸時代後期に伝えられたと言われている。

昭和30年の奉納上演を最後に途絶えていたが、昭和51年に西

袋青年層が主体で復活し、それを集落全体で支援するため「西

袋獅子踊保存会」が結成された。 以来、 毎年８月13日には西袋

皇大神社に奉納を続けており、また、祝い事などでも希望により

篤志廻りを行っている。また、庄内町芸術祭、羽黒山御録年祭を

はじめ、夏宵祭りなど数々の地域事業に参加し、獅子踊りを披露

している。

＊

　これまでは、全館清掃日を休館にしており
ましたが、今年度から夜間利用（17:00～21:30）
は通常どおり、日中の利用については清掃終
了後にご利用いただけます。

休館日は、年末年始（12/29～1/3）のみとなります。

■ 今後の清掃日…９月８日（火）
11月９日（月）

H 28.  １月８日（金）
３月９日（水）

全館清掃日について
～第四公民館からのお知らせ～

図書館の絵本が

　四公にやってきた！

図書館の絵本が

　四公にやってきた！

図書館の絵本が

　四公にやってきた！

図書館の絵本が

　四公にやってきた！
　第四公民館でも庄内町立図書館の絵本を中心
とした児童書をお楽しみいただけるようになり
ました。
　年４回の入れ替えで一度に約70冊を準備し
ております。公民館図書といっしょにご活用くだ
さい。 ただし、 図書館の絵本については、 貸し出
しはいたしませんので館内でお楽しみください。

夏休みの自由研究や工作など
のヒントになる本も取りそろ
えましたので、どうぞご覧くだ
さい。
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