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あらかわ
絆で結ばれ
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

あらかわ みらいファンド

助成事業

平成 25 年度助成事業説明会
及び 平成 24 年度助成事業報告会を開催します。
■日時：平成 25 年３月 10 日㈰

報告会 午前 10：00 〜
説明会 午前 11：00 〜
※ 25 年度の応募を検討される方は、前年度の事業報告もぜひお聞きください
■場所：村上市荒川支所

３階

第１・２会議室

■詳しくは、まちづくり広報誌と同日配布のチラシ（Ａ４白黒両面）を
ご覧ください。
○お問い合わせは・・・あらかわ地区まちづくり協議会（62−3181）まで

〈平成 24 年度助成団体の活動紹介〉

坂町区自主防災・防犯会
高齢者等世帯対象の小型除雪機配備事業
自主防災・防犯会が中心となり、除雪ボランティア隊を編成し、高齢
者等世帯の出入りや通学路等の除雪を実施しています。誰もが安心し
て暮らせる地域づくりを目指します！

山口おたすけ隊
山口区除雪・環境・衛生等の「おたすけ隊」
除雪車が侵入不可能な道路・高齢者宅玄関前・公会堂広場（避難場所）
等の除雪や、個人管理でない支障樹木の剪定など、環境・衛生に関す
る依頼に対する「おたすけ隊」活動を実施しています。

ＮＫＢ（長政活性化推進部）
竹の子の里づくり
長政区の特色である竹（竹の子）を活かして竹灯篭まつりを長政まつり
と同時に開催しています。竹の子の育成のために、竹林整備（間引き、
施肥等）を行っています。将来的には、竹の子の里づくりを目指します！

ＥＣＨＩＧＯ歩こう会
ウォーキングで健康づくり 〜冬季健康ウォーキング教室を通じて〜
冬季ウォーキング教室に初心者コースを設けると同時に、体力測定や健康づくり講
座を実施し、ウォーキングによる健康増進や元気づくりの推進に取り組んでいます。
また、会員のスキルアップ講習会も実施し、指導者の育成にも取り組んでいます。
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あらかわ地区まちづくり協議会

事業部会

つながりを生み出す場をつくる
事業部会では、「つながりを生み出す場をつくる」を活動テーマに掲げ、平成 24 年度より「あらかわ総合運動公
園有効利用プロジェクト」を始動。ワークショップなどを開催し、運動公園を有効活用する方策を検討してきました。
平成 25 年度は、同プロジェクトと並行し、
「地域の中で集う場づくりプロジェクト」も開始します。地域の

みなさんにご協力いただき、知識や技術、アイディアを結集させ、下記のようなことに取り組んでいきたいと考えています。

あらかわ総合運動公園
有効利用プロジェクト

地域の中で集う場づくり
プロジェクト

〜つながりを生み出す場をつくる〜

１．花いっぱいプロジェクト
ボランティアで園内に花木を植栽されている方
と協力し、花でいっぱいの公園づくりをスタート。
今年は、園内の花の適性を探るため、様々な花
を植栽してみます。

２．屋根のある休憩所
＋入口の案内看板の設置
既存の東屋３箇所に屋根を取り付け、雨や日差
しを遮ることのできる休憩所を作っていきます。
また、利用者がわかりやすいよう、国道 113 号
からの曲がり角に、案内看板を設置します。

３．子どもたちが遊ぶ仕掛けづくり
遊ぶ道具を揃え・与えるのではなく、自然の中
にあるものを活用し、子どもたちが自由な発想で
考え・遊ぶことのできるプレーパークのような仕
掛けづくりを検討します。

１．
【仮称】荒川統合保育園開園後、
閉園となる３保育園の有効活用を検討
平成 26 年度、【仮称】荒川統合保育園の開園に
伴い、荒島・坂町・大津の３保育園が閉園します。
それらの施設の有効的な活用方法について、行
政も交え、検討していきます。

２．空き店舗・空き家を活用した
「交流の場づくり」を検証
空き店舗や空き家
を活用し、誰もが気
軽に立ち寄り、交流
で き る 場 を つ く り、
その有効性などにつ
いて検証します。

盛況でした！「あらかわレコード鑑賞会」
１月 26 日㈯、荒川支所の旧議場で「あらかわレコード鑑賞会」を開催
しました。荒天にもかかわらず、約 50 人の方々が参加され、家では味わ
えない迫力ある大音量で往年の名曲を
楽しみました。
全 45 曲の鑑賞が終わると会場からは温かい拍手が送られ、終了後のア
ンケートでは「ぜひ定期開催を！」といったうれしい声も聞かれました。

第２回あらかわレコード鑑賞会を開催します♬
日時：平成25年3月16日㈯

19:00〜

場所：村上市荒川支所3階旧議場
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春 日本一のクロッカス
ぼくらはみんなあらかわっ子！
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クロッカスはこうやって
栽培されるの巻。

⑥開花（ 春）
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ようやく寒さも緩む３月中旬〜４月
初旬ころ、 可憐な花を咲かせます。
ぜひ、 足を運んでみて下さい♪
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⑤追肥

①土づくり
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肥料を与え、 球根に
栄養を与えます。

肥料をまき、 栽培に適した土壌
をつくります。

②球根の消毒

病気の被害を減らすための大切
な作業です。
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③植え付け（ 秋）
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機械作業の後、手直しをします。
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④土上げ＆均し作業

機械で溝を掘り、 排水を良くし
ます。

⑦球根の収穫

花より球根が農家の生業。
掘り取りのタイミングも重要。

⑧調整 ・ 選別

大量の球根を手作業で一つ一つキレイにし
ます。規格ごとに選別し、ようやく完成です。
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出荷

あらかわ地区のクロッカスとファーム寺小路の取り組み
あらかわ地区は、 古くからクロッカスやチューリップの球根栽培が盛んで、 特にクロッ
カスの球根生産量は、 長年にわたり日本一を誇ってきました。
しかし、 近年は生産者の高齢化や後継者不足により、 生産量が減少傾向にあり
ます。 そのような状況を打破し、 何とか 「日本一のクロッカス」 を維持していこうと立
ち上がったのが、 「ファーム寺小路」 のみなさんです。 平成 22 年度より活動を始め、
順調に作付面積を増やし、 今年度は 50 アールまで拡大することができました。 「いず
れは、日本海東北自動車道から一望できるほどにしたい！」 と意気込みを見せています。

◎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
ポン菓子

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。

添加物を一切使用せず、お米本来の味を最大限引き
出した自然食品「ポン菓子」。
冬場のみの営業ですが、素朴で飾らない味に魅了さ
れリピーターとなる方も多く、毎年、予約待ちが出
るほどの盛況ぶりです。
まずは、一度お試しください。

お米以外にも大豆やピーナッツ、マカロニなどの変わり種も取り扱っています。
ご相談ください。
昔なつかし〜い味をご堪能ください！

ポン菓子あらかわ

T E L 090-5391-4590
住 所 〒959-3122 新潟県村上市大津 3733
営業時間 ９：00〜17：00（12 月〜３月）
休 日 不定休
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あらかわ地区まちづくり
ホームページ公開！
あらかわまちづくり

あらかわ地区の
いろんな話題を募集中！
お気軽にご連絡ください。

大変お待たせしました。あらかわ地区
まちづくり協議会では、2013 年 1 月
29 日にホームページを公開いたしま
した。AmebaBrog での協議会からの
お知らせブログや、あらかわ地区の伝
統芸能を YouTube で動画配信したり、
内容盛りだくさんです。ぜひアクセス
してみて下さい。

URL：http://www.love-arakawa.bz-service.net/

あ ら か わ 伝 言板
いよいよ解禁！清流荒川のサクラマス釣り
３/16㈯日の出より、
春の風物詩
「サクラマス釣
り」
が解禁となります。
希少なサクラマスを求め、
全
国各地から釣り人が訪れます。

清流荒川を考える流域ワークショップからのお知らせです
『荒川クリーン作戦』
・・・荒川河川敷のごみ拾い

荒川ワンダーフォーゲルからのお知らせです
『高坪山

山開き』

■日時 平成25年４月14日㈰ ８：30集合
■場所 高坪山登山者 駐車場
■お問い合わせ・
・
・荒川ワンダーフォーゲル
坂野
（☎62-3038） ※防寒対策をお願いします

「ＳＬ村上ひな街道号」が坂町駅にやってきます！

■日時 平成25年４月13日㈯ ９：00〜10：30
■場所 【荒川地区側】
左岸荒川橋上流
【神林地区側】
右
 岸荒川橋下・旭橋下・川部
高水敷
■持ち物 長靴・軍手
■お問い合わせ
清流荒川を考える流域ワークショップ
佐藤
（☎090-3149-0168）
※申し込みは不要です

３/23㈯・24㈰の２日間、
ＳＬひな街道号が
「新
潟→村上」
「村上→新津」
、
の間を運行します。
見どころは、
坂町駅で行われる給水作業と転車台
による方向転換。
毎年、
その様子をカメラに収めようと多くの鉄道
ファンが集結します。
興味のある方は、
坂町駅へ足を運んでみてはいか
がですか！

編集後記
今回の表紙写真の多くは、
総合体育館で撮影しまし
た。無邪気な表情や真剣
な表情、いろんな表情に出
会いました。
体育館では様々なスポーツ
団体が活動しているので、
興味のある方はぜひご参
加下さい。
（たく）
先日、神林地区で開催さ
れた写真教室に参加してき
ました。
プロのカメラマンからいろん
なアドバイスをもらい、ちょっ
と写真が上手くなったような
気が・・・。
あらかわ地区の魅力あふれ
る写真が撮れるようがんば
ります!(^^)!
（つよし）

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

