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自然と共に生きるまち あらかわ

あらかわ地区まちづくり協議会

育成部会

自らが考え、
行動する。

あらかわ みらいファンド

助成事業

＊ あらかわ みらいファンド 助成事業とは？
自らの発想で自主的にまちづくりに取り組む団体や個人に
対して、 最大で 50 万円の助成を行う事業。
あらかわ地区の 「みらい」 を思い描き、 カタチにしていこうとする
取り組みが、 より多くの人に広がり継続して地区全体が活性化して
いくことを目的としています。

第一回 公開審査会が行われました♪
いくつかの事業の応募を受け、 まちづくり協議会の
理事と部会員、 識者を交えての公開審査会が９月
17 日に開かれ、 ４つの事業が助成事業として採択
されました。
同審査会に臨んだ団体関係者からは 「もっと PR し
たかった」、「より多くの人たちと意見を交わしたかった」
といった声も聞かれるなど、 まちづくりに対する積極
性の高さが伺えました。
この 「あらかわ みらいファンド助成事業」 は、 地域
のみなさんが主体的に活動し、 活気あるまちづくりを
進めていく上で大きな役割を果たしていくものと考え
られます。

助成対象事業の紹介
⃝山口区おたすけ隊
⃝NKB（長政活性化推進部）
⃝坂町区自主防災・防犯会
⃝ECＨIGO歩こう会

山口区除雪・環境・衛生等の「おたすけ隊」
竹の子の里づくり
高齢者等世帯対象の小型除雪機配備事業
ウォーキングで健康習慣づくり 〜冬季健康ウォーキング教室を通じて〜
※各事業の取り組みについては、今後広報誌などで取り上げていきます。
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あらかわ地区まちづくり協議会

あらかわ総合運動公園
有効利用プロジェクト

事業部会

〜つながりを生み出す場をつくる〜

運動公園をとことん楽しむための

１

ワークショップ

第 回 『見る ! 知る !そして健康 !』
事業部会は 10 月 14 日（日） に、
「あらかわ総合運動公園有効利用
プロジェクト」 の一環として、
ワークショップを開催しました。

さわやかな秋晴れの下、
実際に運動公園を歩いてみて、
その魅力や課題を探っていきました。

薬草についての講話を聞いたり、
実際に園内を歩いてみたりしながら、
みんなで運動公園を今まで以上に
有効利用する方策について検討しま
した。

ウォークラリーを終えた後は、
実際に見て、歩いて、感じたことを
グループごとに話し合い、運動公園の
大きな地図に、意見を
ペタペタと貼っていきました。
真剣さが写真を通して伝わってきます。

ウォークラリー形式で各ポイントを回り、
運動公園全体を余す
ところなくチェック。

各ポイントには、
クイズや小道具が用意され、
参加者は楽しみながら
運動公園を探索しました。
ところによっては、 こんな楽しみも。
こうして自然の中で思いっきり
遊ぶのも一興ですね。

みんなに親しまれる運動公園にするための
ナイスアイディアが、たくさん生み出されました！
お昼ご飯は、
５種類の薬草入りおにぎりと、
荒川で捕れた鮎の塩焼き、
薬膳スープ。
たくさん歩いた体に
染み渡ります。

最後は参加者も
スタッフも、
全員で記念写真をパチリ。
お疲れ様でした！

第２回ワークショップ『想いを語る』を11月11日（日）に開催します。
第１回ワークショップの結果を踏まえ、
「想いを語る」をテーマに、
運動公園の有効活用についてグランドデザインを検討します。
第１回ワークショップ未参加の方も、振るってご参加下さい。
【お問い合わせ】 あらかわ地区まちづくり協議会事務局

TEL 62−3181
FAX 62−5275
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秋 自然の宝庫 高坪山
ぼくらはみんなあらかわっ子！

そうだ、 登山行こう。

※登る際は、 登山者カードを書きましょう。

実際に登ってきたの巻。
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蔵王コース

虚空蔵コースへ

1

2

1

高坪山の魅力を伝えるにはどう
したら良いか？

登山口
荒川総合運動公園へ

考えても良いアイディアが浮かば
なかったので、 とりあえず登ってみ
る事に。

3
熊ノ沢。

秋晴れの中出発です♪

綺麗な沢水が流れています。
せせらぎの音に誘われて、
喉の渇きを潤してみました。

2
登山口付近。

雰囲気があっていいですよね！

木漏れ日が美しい杉並
木の中を歩いていきます。
実にさわやかで、
風も心地よいです。
クマ避けの鈴を
響かせながら、
てくてくと… …。
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第一休憩所からの展望。 あらかわ地区を見渡せます♪
この日は佐渡や粟島もきれいに見えましたよ ~ ！
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胎内市へ

虚空蔵コースへ

高坪山山頂
（570.5 ｍ）

7
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山頂に到達。
空気うまいーっ！景色さいこーう！
いやあ、 満足満足（ ´ ▽ `）

6

登山道の各所は有志によって整備されて
います。 ありがとうございます。

8
胎内市へ

展望台で
景色を眺めつつ、
優雅に昼食♪
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〜高坪山プロフィール〜
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標高 570. ５m
手軽に登れることで人気の高坪山は、週末ともなると多くの
登山客で賑わいを見せている。杉並木が続く登山口、山頂付
近にはブナ林が広がる。また、山頂や見晴台からは粟島や佐
渡、飯豊連峰などの美しい景色を楽しむことができる。

中腹 ~ 山頂。
このあたりは、
ブナの原生林に
囲まれ、
みずみずしい木々が
とても美しいです。
山頂までもう少し。

◎主要コースの所要時間（めやす）
・蔵王コース…………登り１時間
・虚空蔵コース………登り１時間 30 分
・荒島城コース………登り２時間 30 分

下り 50 分
下り１時間 10 分
下り２時間

◎お問い合わせ 村上市荒川支所産業建設課 TEL 0254-62-3105
（直通）

あらかわの逸品・一品
荒川茶

このコーナーでは、あらかわ地区が誇る
特産品や隠れた逸品を紹介していきます。

恵まれた大自然と大地で育てられた 荒川茶 は、渋みが少なくまろ
やかな味わい、そして豊かな香り。
豊富なビタミン類、カテキンが含まれているので、インフルエンザ
ウイルスの感染防止にも効果があるといわれています。
毎日・毎食 荒川茶 を飲みましょう！
創業約 90 年の老舗のお茶屋。
お手軽に購入できる量り売りがある。
毎日お茶飲み、健康家族！
店主

苗木正春さん

松山園

荒川茶

苗木茶店

100ｇ

840 円

量り売り

100g

157 円〜

T E L 0254-62-2202
住 所 〒959-3131 新潟県村上市藤沢 344-2
営業時間 7：00〜18：30
休 日 不定休
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平成24年11月10日㈯〜12月20日㈭

荒川サケ有効利用調査

（サーモンフィッシング）

清流荒川の PR と地域活性化
を目的とした釣獲調査。数日で
募集定員に達するほどの盛況ぶ
り。釣り券の販売収入は、サケ
のふ化放流や児童支援、環境保
全活動などに役立てられている。

期間中、10kg 超えのモンスターサーモンを狙い、
全国各地から 2,200 人のフィッシャーマンが集結！

あ ら か わ 伝 言板

ECHIGO歩こう会からのお知らせです！
『初心者ウォーキング教室』
みんなで楽しく歩き、健康で前向きな生活を送りましょう！
※全７回開催。申し込みは不要です
実施日 平成24年 12月6日㈭ 13日㈭ 20日㈭
平成25年 1月10日㈭ 17日㈭ 24日㈭ 31日㈭
集合場所 荒川総合体育館 ２階ランニングコース
持 ち 物 運動できる身支度 タオル 水筒（飲み物） 運動靴
歩数計 敷物 筆記用具 保険証写し
参 加 費 資料代300円 ※体育館使用料は各自負担
問合せ先 ECHIGO歩こう会事務局 和田（62-4311）まで

あらかわ地区まちづくり協議会事務局からのお知らせです！
12月15日㈯『レコード盤鑑賞会』を開催予定です♪昔聴いた秘蔵
のレコードを持ち寄って、青春の思い出に浸ってみませんか？場
所や時間等詳細は、後日チラシ等でお知らせします。

編集後記

荒川商工会青年部からの
お知らせです！
『きらきらフェスティバル2012』
日時

平成24年11月24日㈯

場所

坂町駅前通り

内容

鮭のつかみ取り

正午〜

地元伝統芸能
イルミネーション点灯式
フリーマーケット

他

たくさんの楽しいイベントを用意していま
す。
みなさんのご来場をお待ちしています！

最高の秋晴れの中、高
坪山登山に体験取材に
行ってきました。くたくたに
なりましたが、頂上で食べ
たおにぎりとカップラーメン
の味は、間違いなく生涯
一のおいしさでした！
登った人しか味わえない
至福の味をみなさんも
ぜひご賞味あれ！
（つよし）
今回の表紙は、10/8
に開催された「スポーツ
フェスティバル」の写真
を中心に掲載しました。
今回も載せきれないく
ら い た くさ ん の 笑 顔 に
出会えました!（^^）!
（たく）

まちづくり協議会では、

あらかわ地区のいろんな話題を募集しています！
お気軽に、TEL 0254-62-3181 FAX 0254-62-5275
Mail love-arakawa@bz04.plala.or.jp

