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派手で特段の格好をつけ声を張

り上げて行列する大名行列です。

　振り込みについては、家々の

繁栄を祝う縁起ごとの意義が

あり、昔は全戸に振り込みは

ありませんでしたが、戦後民主

主義国家宣言ということで公平

に全戸訪問が伝承されてきま

した。

　廻館奴振りは、明治29年

（1893年）に廻館開村300年

祭を斎行した時から始まったと

記録されています。

　伝えによると奴振りに使用

された大道具は、初期当時は

何もなく、旧立川町三ケ沢から

一式を借用していました。大正

９年御神宿を務められて吉川屋

佐藤宇吉氏（女優：真矢ミキの

祖父）が京都の専門店に注文し

て、竿を奉納されたと言われて

います。それ以降120年以上

経つ現在も使われています。

奴振りの実演の振手は、

　①手振り奴　②白毛

　③鋏箱　　　④大鳥毛

　⑤床机　　　⑥台立

　⑦黒毛　　　⑧ひょうたん

から成り立っており、奴頭が

奴達を指揮する役目を担って

おります。

　奴振りは、徳川幕政による参

勤交代の際の大名行列の名残で

あり、廻館の奴振りは「城内

奴」と言われており、身振りも
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おらほの民俗行事
[No.1]

廻館奴振りの由来と足跡
たかし

押切　崇 氏

て ぶ やっこ しろ け

はさみばこ おおとりけ

しょうぎ だいたて

くろ け

あったかいんだからぁ～♪

　昨年度１年間、縁あって四

小にお世話になりました。初

めて学校にお邪魔した時、足

達業務員さんから四小学区の

ことを教えてもらいました。

どんな地区があるのか、なぜ

「和合」と言うのかなどを聞

いているうちに、地域の方々

の地元を愛する心が見えたよ

うな気がしました。

　新任者の挨拶回りのために

地域を案内してもらった時、

手入れが行き届いた家々や田

園が広がり、さわやかな気持

ちになりました。田んぼや畑

に囲まれて育った私は、そん

な和合が気に入りました。

　２年生の子ども達と学区探検

をした時、地域の皆さんの温か

さを実感することができました。

得意そうに自分の地区を紹介す

る子ども達。元気な子ども達の

あいさつに返ってくる地域の皆

さんのあったかい眼差しと言葉。

「子どもは地域の宝」…まさし

くこれだ！と嬉しくなりました。

　でも、当たり前すぎて子ども

達は気づいていないのかもしれ

ません。

（平成26年度余目四小勤務）

遊佐町立吹浦小学校

髙橋 満喜子 先生
ま  き  こ

廻館編

台立の若者

（投げ手・受け手とも片手片足で竿をこなす）



①「悠久に強く咲く花のように」

　ちょっとのことでもへこたれず、

　たくましい女の子に育つように！

②姉兄のマネ。

　じーっと観察して真似をする。

③感染性胃腸炎を見事なほど、

　姉2人・兄・パパにうつし、

　本人はスッキリ元気になった。

④スマホを置きっぱなしに

　していたら、いつの間にか

　カメラ起動、不思議な

　画像がいっぱい…

⑤4人姉兄の末っ子。

　みんな仲良く・楽しく・

　たくましく・優しく

　大きくなってね。
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【パパ・ママにインタビュー】

①名前の由来は？

②今一番興味をもっていることや
　はまっていることは何ですか？

③最近の記憶に残るエピソードは？

④パパママの失敗談

⑤パパママからのメッセージ

①お兄ちゃん達にも「あお」の字が入っていて、晴れの日のように明るい子に

　なってほしいから。

②お歌とダンス。音楽が流れると踊っちゃう！

③入園式で歌ったつくしんぼの歌。人差し指を立てて踊るのが何とも言えず

　かわいかった。

④お風呂で湯船に浮かんでいるおもちゃを

　取ろうとして、頭から落っこちた ! !

　ジャバーン

⑤お兄ちゃん達と仲良く、

　元気にたくましく育ってね。

　にこにこ笑顔のはるが大好きだよ。

齋藤 晴斗くん

はる  と

平成25年9月25日生まれ

パパ：昌也／ママ：桂子

（吉方）

まさ や けい こ

①いろいろなことにチャレンジして、大きく翔たいてほしい

　という意味を込めました。

②トーマス。車や特にトラックが大好きです。

③話すことが上手になってきて、少しだけ会話が出来るようになってきたこと。

　自己主張もすごくなってきました。

④携帯を触らせてしまったことかな…。一度触ったら離さなくなって、口に入れ

　たり舐めたりで大変でした(笑)。

⑤歩くのがとても上手になったね。これからもいろいろな成長をパパママに

　見せてね。大翔の笑顔はみんなを元気にしてくれます。ニコニコ笑顔の

　大翔でいてください♡

乙坂 大翔くん

ひろ  と

平成25年

　9月18日生まれ

（小出新田）

パパ：

　 郁弥

ママ：

　 美咲

ふみ や 

み さき

志田 悠花ちゃん

ゆう  か

平成25年9月8日生まれ

パパ：伸之／ママ：一美

（南野）

のぶゆき ひと み



　今年は、３月はじめに畝作りをした

ものの天候不順が続き、ここにきてよう

やく種蒔きをしたところだと、作業の

手をとめてお話をしてくれた齋藤さん。

　家庭用にジャガイモ・ナス・キュウ

リ・ピーマン・オクラや枝豆など多く

の野菜を趣味も兼ねて栽培していると

のこと。

　畑は土作りが大切と畑の一角に堆肥

をおき、土が痩せないように手をかけ

ているそうです。野菜も世話をすれば

した分、おいしく育つ。収穫を楽しみ

に作業時間を決めて、集中して取り組

んでいます。土がいいから雑草も元気

に育つ。これからの時期は、奥様から

も応援してもらい、雑草の成長に負け

ずに草取りも頑張らないと。そうして、

手をかけ収穫した野菜は、嫁いだ娘さ

んにも分け、喜ばれているんだとにこ

やかにお話してくれました。

　畑仕事を楽しみながらしているとい

う齋藤さんの顔ににじんだ汗が、お日

様に照らされて輝いていました。

齋藤 幸男さん

（南野新田）

ゆき   お
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きれいな空気で健康長寿日本一

「健康増進法」により「受動喫煙を防止する努力義務がある」とされており、山形県では平成27年２月『やまが

た受動喫煙防止宣言』を宣言し取り組んでおります。

県では「平成 29 年度までには公共施設の敷地内禁煙実施率 100％」を目標にしています。

皆さまの部落公民館ではいかがですか？

《受動喫煙》とは？

　室内などでたばこの煙にさらされること

《受動喫煙による健康影響》

　たばこの煙には喫煙者が吸い込む「主流煙」と、

たばこの先から立ち上がる「副流煙」がありますが、

主流煙を１とした時、副流煙にはより多くの有害物

質を含んでいます。

～ 「やまがた受動喫煙防止宣言」みんなでとりくもう ～

●庄内町地域包括 立川サブセンター

TEL51-2505 (庄内町役場立川庁舎内)

●庄内町地域包括支援センター

（介護センターほほえみ内）TEL45-1030

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）

畑畑畑からこんにちはこんにちはこんにちは
４月下旬、雲ひとつない日本晴れの朝、畑仕事をしている方を探しに出かけました。
ハンティング帽にタオルで頬被り、ジーパンをはいて作業をしている姿が目にとまり、声をかけました。

アンモニア（目を刺激する）

ニコチン（血管を収縮させる）

一酸化炭素（酸素不足を招く）

タ―ル（発がん性物質を含む）

物　質　名 主流煙を１とした場合の量

46倍

2.8倍

4.7倍

3.4倍
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　鳥海山に「種まきじいさん」

現る。今も昔も変わることなく

鳥海山に腰を曲げたおじいさん

が現れる頃、種まきが始まる。

気候は変化しているハズなのに

不思議なものだ。

　昔の生活には知恵と工夫が

いっぱいある。経験とカンが頼り。

科学的な根拠などなくてもそれ

ほど的はずれではないからすご

いのである。今も私たちの生活

に受け継がれている。

亀治の目

資料館に設置された「梅川模様欄間」

●ごくり棒（えぶり） ●苗代均し踏下駄・田下駄

【道具図鑑】

亀治からのメッセージ
【亀ノ尾の里資料館】

水を入れた田んぼの土を押しならして、
整えるための木製の用具。
土と水をまぜて、土をやわらかくする。

※現在、公開中

「田植え・除草」道具を展示

6/28（日）まで

●常設展示 《春・夏の展示》開催中

　この欄間は、廿六木の造り酒屋、高橋貞太郎氏が
明治40年に本宅を建築するにあたり、大山の造り
酒屋、梅川からその商号と家屋を譲り受けた際、座
敷にはめこまれていたものである。
　家屋は、昭和31年に旧余目町に寄贈され、現在、
余目シルバー人材センターとして利用されているが、
貴重な文化財を広く皆さんに見ていただく為、この
度亀ノ尾の里資料館に移された。

●庄内町指定文化財「梅川模様欄間」が
　設置されました。

うめかわ も ようらん ま

　両足に履いて、水苗
代の稲の切り株などを
土に沈める道具。



　平成27年度は新入園児15名、年長児26名の総勢

41名でスタート。

　お母さんのお弁当も大好きだけど、野菜たっぷ

り、お汁もあって、おうちの食卓のようにお皿と

お椀で食べる給食もおいしい。和食を中心とした献

立で、サバのみそ煮やごま和えなどもでてきます。

野菜は嫌いという子もいるけれど、少しずつ挑戦し

ています。年

長になると苦

手なものも食

べようという

気持ちが育

ち、モリモリ

食べられるよ

うになってき

ます。

　ぼくは、家の人

が農家なので、米

作りなどがさかん

な和合の里になっ

ていってほしい

です。
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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 ――

第四幼稚園

【給食おいしいよ！】

　私は、あいさつ

がよくひびき、い

じめもなく、自然

あふれる和合の里

にしたいです。

阿 部 ひな子
こ

長 南 優 也
ゆう　 や

　私は、空気がき

れいで、いつも笑

顔いっぱいの和合

の里でずっといて

ほしい。

池 田 　 楓
かえで

　ぼくは、みんな

があこがれるよう

な所にしたいし、

楽しい所にしたい

です。

押 切 光 由
よし　みつ

　和合の里は、緑

豊かな、えがおあ

ふれる、明るい地

域になってほしい

です。

川 井 　 桜
さくら

大きい組になったのに…

○○ちゃん　「今度大きい組になったからお部屋も

　　　　 変わったね」

□□ちゃん　「靴だなだって変わったよ」

△△ちゃん　「名札だって赤から青に変わったよ」

◇◇ちゃん　「そうだよ、だってぱんだ組(年長)に

　　　　　なったんだからね！」

▽▽ちゃん　「あー、でも変わってない！↓」

○□△◇▽「何が？」

●●ちゃん　「運動服が、今まで緑色なのが、

　　　　　紫にかわってないよ」

■■ちゃん　「みんなー大変だ―！！

　　　　　小さい組の運動服が紫になってるー！！」

みんな　「えー！？(ちょっとがっくり)」

先　生 （紫色の運動服も大きい組への憧れのひとつだったのかも）



7

◎材料（５人分）

◎作り方

乾燥大豆……………………60g
　（前日に水でもどしておく）
スライスアーモンド………20g
砂糖…………………………10g
しょうゆ……………………10cc
片栗粉………………………適量
揚げ油………………………適量

① もどした大豆に片栗粉をつけて揚げる。
② アーモンドはフライパンでから炒りして、香ばしくする。
③ 砂糖・しょうゆをひと煮立ちさせ、①②と混ぜ合わせる。

和合交番

気軽においしく食べられる

フライビーンズ

大豆たんぱく質に注目

「グリコ 大豆の栄養パワー」より

＊アーモンドのかわり

　にゴマでもOK！

＊小魚を揚げて一緒に

　混ぜてもおいしい。

酒酔い運転
　違反点 35点／免許取り消し（欠格期間 3年）

　5年以下の懲役または 100 万円以上の罰金

酒気帯び運転
〇0.25mg 以上

　違反点 25点／免許取り消し（欠格期間 2年）

　３年以下の懲役または 50万以下の罰金

〇0.25mg 以下

　違反点 13点／免許停止

　３年以下の懲役または 50万以下の罰金

運転免許一発取り消し
酒類提供の禁止・同乗の禁止
運転することを知りながら酒類を提供すると…
飲酒運転を知りながら車両に同乗すると…
＊酒酔い運転：
　3年以下の懲役または 50 万以下の罰金
＊酒気帯び運転：
　2年以下の懲役または 30 万以下の罰金

車両提供の禁止
飲酒して運転することを知りながら車両を提供すると…
＊酒酔い運転：
　5年以下の懲役または
　100 万以下の罰金
＊酒気帯び運転：
　3年以下の懲役または
　50 万以下の罰金

運転者以外にも厳しい罰が !運転者以外にも厳しい罰が !

飲酒運転に明日はない飲酒運転に明日はない飲酒運転に明日はない飲酒運転に明日はない

　大豆たんぱく質は、必須アミノ酸がバ

ランスよく含まれた良質なもの。血中コ

レステロールの低下作用や肥満の改善効

果などの生理機能があるといわれる。

　タンパク質は、人間の筋肉や内臓など

体の組織を作っている成分であり、生命

維持に不可欠な重要な栄養素です。

甘じょっぱくて、

　ご飯にかけてもおいしい

甘じょっぱくて、

　ご飯にかけてもおいしい

ひとくちメモ



編集発行　庄内町余目第四公民館　和合地域づくり会議　TEL 44－2162

2015.5.20 発行
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地域インフォメーション!!

編 集 後 記
　新年度になり、それぞれ新
生活がスタートしています。
本誌「和合」も今回号から「お
らほの民俗行事」と「畑から
こんにちは」が新シリーズと
して始まりました。

　春は、新しく何かを始めた
くなる季節。どんな種をまい
て、どんな栄養を与え、どう
育てるか…。これから、芽が
出て、ぐんぐん大きくなり、
やがて実がなるでしょう。

その成長を思い描いて、わく
わくしながら取り組んでいき
たいものです。
　今日の始まりが、のちに伝
統として後世に受継がれるも
のになるかもしれません。

　集落の外れなどに捨て猫とみられる子猫が放置されている
という声が聞こえてきます。
 「ペットは家族の一員」です。終生愛情と責任を持って飼う
ようにしましょう。飼い続けることができない場合は、新た
な里親を探してください。
　捨てられた猫たちは、野良猫となり近隣住民に迷惑がかか
ります。「捨てる行為」は、絶対にやめましょう。
　子猫が産まれても飼えないのであれば、
前もって不妊・去勢手術をうけさせましょう。

子猫をむやみに捨てないでください

とびきりの笑顔とびきりの笑顔とびきりの笑顔
とっておきの１枚とっておきの１枚とっておきの１枚

和合っ子も

第四小学校

児童昇降口上の看板

展開中!!展開中!!展開中!!
「人がつながる和合の里」本誌「和合」の表紙を

飾る写真をお貸しください!!

　みなさんの“Happy”なシーンを切り

取った「笑顔」を和合の表紙として残し

ませんか。

　家族（親子・夫婦・兄弟・孫と祖父母）

や友達など…手にとると思わず微笑んで

しまうような１枚をお待ちしております。

　詳しい応募方法は、

　　第四公民館まで問い合わせください。

余目第四公民館 ☎ 44-2162

　地域づくりに関心のある方、さまざまな活動を通して、

地域との関わりを持ちませんか？

　参加を希望される方は、第四公民館まで連絡をお願い

します。

和合地域づくり会議 企画員（幹事）の募集
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