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・あらかわ歴史さんぽ

あらかわ
絆で結ばれ
自然と共に生きるまち あらかわ

さらなる飛躍を！まちづくり協議会通常総会開催
平成 25 年４月 21 日㈰

荒川地区公民館において通常総会を開催しました。
提出した下記４議案について、すべて承認されました。

【議案】
・第１号議案「平成 24 年度収支補正予算（案）の承認について」
・第２号議案「平成 24 年度事業報告について」
・第３号議案「平成 24 年度収支決算の承認及び監査報告について」
・第４号議案「平成 25 年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認について」
総会に参加された方から「広く地域のみなさんの意見を集約する仕組みが重要だ」とのご意見をいただいたこと
を受け、まちづくり広報誌に「ご意見募集用紙」を同封いたしました。お気軽にまちづくり協議会へのご意見等を
お寄せください。また、協議会ではまちづくり活動への門戸を常に開放し、地域のみなさんの参加をお待ちしてお
ります。興味がある方はぜひまちづくり協議会までご連絡ください。

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５月 19 日㈰

荒川支所３階旧議場において「あらかわみらいファンド助成事業公開審査会」を開催し、
応募した４団体のみなさんから、それぞれの取り組みにかける熱い想いを発表していただきました。
その後行われた選考委員会では、長時間にわたる審査の結果、すべての団体が採択されましたので、
それぞれの取り組みを紹介します。

海老江盆踊り保存会
〜海老江北前船まつり〜

江戸時代には北前船の寄港地として栄えた海老江地区。学習会を開催し、子ど
もから大人までその歴史を学んだり、当時の賑わいを再現する「北前船まつり」
などを開催し、地域の絆を深めると共に地域活性化を図っていきます！

荒島わらび山開発クラブ
〜荒島養蚕山わらび園等周辺整備事業〜（３か年計画事業）

昔桑畑だった荒島養蚕山の一部でわらび園を開業し、高坪山周辺で行われてい
る他の取り組みと連携しながら、あらかわ地区の集客エリアとなることを目指し
ます！初年度は樹木の伐採や抜根等の地盤整備を中心に活動。その後はわらび園
だけでなく、地元産物を紹介・販売する拠点づくりなどにも取り組んでいきます！

NKB（長政活性化推進部）
〜竹の子の里づくりと竹肥料の情報発信〜

昨年度に引続き２回目の申請。初年度に取り組んだ竹林整備や竹肥料の実証実
験では、竹の子の生育に大きな効果を確認できた。そこで、２年目はホームペー
ジを立ち上げ、竹肥料の有効性やＮＫＢの活動を広く情報発信し、活動への賛同
者を募りながら、事業化に繋げていきたい！

荒川商工会青年部
〜あらかわ出会いサポート事業〜

坂町駅前通りを舞台に冬季間実施している「きらきらフェスティバル」（イル
ミネーションイベント）に合わせ、出会いをサポートするイベント（まちコン）
を開催します！地区内外から多くの集客を図り、村上市の南の玄関口である「あ
らかわ地区」に注目を集めることで、地域活性化を目指します！
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あらかわ総合運動公園
有効利用プロジェクト

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〜

花いっぱい作戦

〜みんなで力をあわせ運動公園をラベンダーでいっぱいにしよう！〜
４月14日（日） 〜植栽〜
春のうららかな日差しのなか、運動公園でラベンダーの植栽作業を行いま
した。
当日は、約40名の方々に参加いただき、「グロッソ」や「プロバンスブルー」、「ボ
ゴング」の３種類、1500本の苗木を植栽していただきました。

６月２日（日） 〜草取り・剪定〜
初夏らしい爽やかな天気のなか、約20名のサポーターに参加いただき、植栽した
ラベンダー園の草取り、剪定作業を行いました。とても地道な作業ですが、ラベン
ダーの生育を促すためには欠かせない大切な作業の一つです。
参加いただいたみなさん、お疲れ様でした！

子どもは風の子元気な子作戦
〜子どもたちにもっと自由な遊び場を！〜
子どもが夢中になって遊んでいる時に見せる心の底からの笑顔、
真剣な顔に驚いたことはありませんか？
木々や生き物… 野外という環境は、そこにいるだけで子ど
もの遊び心を刺激します。落ち葉やどろんこに触ったり、木に
登ったり、火を使ったり、地面に穴を掘ったり、秘密基地を作っ
たり…。
まちづくり協議会では、子ども自身が夢中になれる新しい遊
びを感じ、考え、試してみることのできる「冒険遊び場」を運
動公園につくりたいと考えています。ご協力いただける方はま
ちづくり協議会までご連絡下さい。

こ

れ

か

ら

の

予

定

７月28日㈰予定 「カナールで水遊び！」
10月20日㈰予定 「あらかわ冒険遊び場」〜運動公園で遊ぼう！〜
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王様のプリン
プリン・ド・オール新宿伊勢丹店で人気 No.1を博した逸品。
一緒に写っているロールケーキもぜひどうぞ♪

イラストデコ
誕生日といった特別な日などに
オススメ。わりと無茶ぶりにも
対応してくれたりします。

パティスリー マルヤ
ガラス越しにお菓子を作っているところが見れるなど、
美味しいだけでなく、魅せてくれるお菓子屋さんです。

営 ８:00 〜 20:00
○

不定休
村上市金屋 2250
☎ 0254-62-2117

つばき餅
あらかわ地区の個性的で魅力的な
お菓子屋さん６店舗をどどーんと紹介♪
ぜひ一度足を運び、ご賞味あれ☆

金屋祭りの際に奉納されてきた伝統ある餅
菓子で、素朴で奥深い味わいが特徴です。
普段は店頭に並ばないものの、前日までに
注文すれば買うことができます♪

黒助まんじゅう
沖縄・宮古島産の黒糖を100％使った生地で、深い味わいの
こしあんを包んだ、金屋名物のまんじゅう。

松 月 堂

営 ８:00 〜 19:00 くらい
○

諸説あるものの、かなり古くから続く老舗。
和菓子のイメージが強いものの、クレープもあり、
遠方から買い求めに来るファンもいる。

不定休
村上市金屋 2257
☎ 0254-62-2025

シュークリーム
香ばしいアーモンドとコクのあるカスタードが絶妙にマッチ！
子どもから大人まで、幅広い層に人気の一品です♪

nico ロール
ミルキーだけどさわやかな生クリームと、
ふわっふわっのスポンジとのハーモニー。
素材を活かしたシンプルなスタイルの
ロールケーキです。

お菓子屋さん

nico

お洒落な店内には喫茶スペースもあり、購入した
ケーキをコーヒーと共に楽しむことが出来ます。
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営 10:00 〜 19:00
○

毎週月曜日はお休み
村上市山口 331-25
☎ 0254-62-7300

いちご大福
新鮮なイチゴとムース、たっぷりの生クリームを柔らかいお餅で包んだ贅
沢な逸品。季節によって桃や栗など旬の素材を用いた大福が登場♪

飲むゼリー
ブラッドオレンジとブルーハワイの
２種があり、爽やかな味わいと涼し
げな見た目は夏にピッタリです。
営 10:00 〜 19:00
○

不定休
村上市藤沢 91−５
☎ 0254-62-2152

御菓子の小島屋
洋菓子のほかにも、
「荒川美人」や「東風」といった荒
川名物や各種ギフトなど豊富な品揃えが魅力です。

ハッピースムージー
余計なものは入れず、素材を活かしたスムー
ジーは暑い夏もハッピーに変えてくれます♪
生クリームのトッピングも可能で、全６種類。

BONBON ぼんぼんシュー
オーダーを受けてからクリームを詰めるので、
サクサクとした皮の触感と美味しさが存分に楽しめます☆

HAPPY SUGAR

営 10:00 〜 18:00
○

毎週水曜日はお休み
村上市坂町 2395-１
☎ 0254-62-1234

ハンドメイド雑貨も並んだ可愛いお店で、
アレルギー対応のケーキも作ってくれます。
メルマガ読者にはうれしい特典もあり。

流れ梅
新潟の銘菓として知られる、青梅の風味豊かなくずきり風の涼菓。
そのまま冷やして食べるだけでなく、凍らせて食べてもOK です♪

ストロベリー
アメリカン
よりグレードの高いクリームを用いた、
リッチなショートケーキ。
中にもイチゴが入ってて大満足です☆
営 ９:00 〜 19:00
○

お休みは元日くらい
村上市坂町 2374
☎ 0254-62-3489

大阪屋

坂町店

新潟県民にとってお馴染みのお菓子屋さん。
種類豊富な土産菓子は地方発送も可能です。
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〜 海老江 篇 〜
海老江（えびえ）
〈おおよその位置〉

〜海老江湊の繁盛記〜
荒川河口は越後北方の良港で、荒川筋、胎内川筋の年貢米は塩谷・桃崎
浜から船積みして、新潟湊へ送っていました。海老江湊は海老江浦と呼ばれ、
荒川と胎内川の合流点にありますが、湊としては塩谷・桃崎浜より多少条
件的には劣っていたかと思われます。しかし、川の港としては、荷の積み
おろしに大変便利であったようです。
宝永六年（1709）村上藩の減封により、両川筋は幕府領に編入されるこ
とになりました。以後は両湊に代わり、幕府領となった湊として栄えるこ
とになったのです。一時期には、海老江お蔵の米は、いったん新潟へ小船
で回送後、千石船で新潟湊から上方へ輸送したようですが、安永四年（1775）
から、再び海老江浦から千石船で直送されたとの記録もあります。

寛政二年（1790）春には、岩船郡内の幕府領からの年貢米のうち、江戸
廻米を海老江湊から積出すため、坂町村庄屋ら二名が当番として詰庄屋を申しつけられています。また同十年の廻米預
り証文によると、三月十四日から五月四日までの間に岩船・蒲原両郡の村々から、米 7296 俵余がお蔵に納められ、大
部分が江戸へ、一部が大阪に送られています。
また証文には、お預りしました上は、火難・鼠喰いなどの損害は、一切迷惑をかけず、私どもで弁米（弁償）して、
お船積みに支障がないように致します、とあります。
文政十一年（1828）二月の預り証文によりますと、江戸へ 7269 俵、大阪へ 2589 俵とありますが、これらの米は、いっ
たん海老江のお蔵に納めました。春には千石船が到着しましたが、この船は沖に停泊しておりますので、蔵出しは米俵
を背負って艀に積み、川を下って沖の船に積み替えました。この作業には、海老江の村人が動員されましたので、まる
で戦場のようであったといわれています。江戸、または大阪までの輸送雑費は、すべて農民の負担であったのです。（船
賃幕府負担）
一方、海老江湊の発展と共に、塩谷・桃崎浜との対立もおこり、寛政元年（1789）の湊訴訟では、塩谷番所で役銭（税
金）を課す品物が決められていますし、同十二年には新規役銭をめぐっての争いもおこされています。
この他、米沢藩が買入れた出雲・伯耆産の鉄鋼は、三月から六月の間に新潟湊を経て海老江湊に送られ、目方を改め
た上で、代金と引き替えられたとの記録もあります。また、湊の儀は深さ六尺から七尺まで、近辺岩石などこれなく、
湊出入り差し支えご座なく、年々加賀・越前・又は中国並びに和泉より商船入津（入港）つかまつり、とありますこと
から、遠くの地方からも商船が入港し、にぎわったものと思われます。
塩谷には沖の口番所が設けられ、湊出入りの商船から役銭を課す品々が定められました。それによると、漆・ろう・
木の実・竹・木・あきあじ・生鮭・鮭の子・竹細工物・戸障子・屏風・から紙・畳・長持・ひつ・仏具・膳・桶・箱の
類・下駄・たが竹といろいろです。以上の番所定めを度々無視した商船が入港するため、宝歴四年（1754）には塩谷
村より訴訟がおこされています。
港の広さ、深さについては、明治七年の調査では、深さ「潮時一丈、干時七尺」周囲十五町とあります。
胎内川は明治二十年、富岡村より砂崩へ掘りおとされ、それまでの胎内川は大日川となりました。昔の川跡は干上地
として開墾され立派な田畑に、村下の湊は水草の茂った沼地となり、海老江湊に終止符が打たれました。湊としては大
正十五年まで使用されたとあります。
お米蔵は、四間に九間の倉庫三棟と思われ、敷地一反七畝十歩のところに一列に並んでいたようです。
明治二十三年地元に払い下げられ、今もその一部が残っています。
『あらかわ歴史散歩』荒川町教育委員会 編（1991 年）より引用
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海老江の歴史を学ぶ会
〜あらかわみらいファンド助成対象事業〜

講師：佐藤和一郎

先生

６月２日㈰、郷土史に詳しい佐藤和一郎先生を講師に招き、
「海老江盆踊り保存会」主催による「海老江の歴史を学ぶ会」が開催されました。
当日は、親子連れなど約 40 名が参加。集落周りの史跡などを探索し、地元の歴史について学びました。

地蔵尊
享保５年に備前岡山で作成
されたという地蔵尊。
北前船交易による当時の交
流を感じさせる。

玄海上人の塔

街並み
風情がある集落内の通り、
街並みの様子も特徴的。

番神堂（本法寺）
日本国中にまつる 30 の神々が
１ヵ月（30 日）の間、毎日順番
に国家と人々を守るという神仏
習合思想から生まれた信仰。

玄海上人の塔ともう一基
（延享６年建立）

馬頭観音堂
馬頭観音が収められた観音堂。
その観音像は、かつて海老江の
近傍にあった「馬の座村」跡か
ら発掘されたといわれている。

いするぎ

石動神社
境内には水神碑・金比羅神社
湯殿山碑・月天子碑・水天宮・
河内様碑・稲荷様などがあり、
水郷海老江にふさわしい神々
や石碑が集まっている。

海老江陣屋跡
正徳３年から享保 14 年
ま で の 間、 上 州 館 林 城
主・ 松 平 清 武 の ２ 万 石
の陣屋が置かれていた。

海老江集落には、これらの他にも御蔵跡や陣屋小路など、様々な歴史の面影が
残されています。あなたも当時の情景を思い浮かべ、ゆったりと「歴史さんぽ」してみませんか。
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I

フォトコンテスト

わ
か
あら

作品大募集!!

詳しくは本日配布のチラシをご覧ください。

あ ら か わ 伝 言板
いよいよ解禁！清流荒川「アユ釣り」

村上市あらかわ大祭実行委員会からのお知らせ

■日時 平成25年７月５日㈮日の出より
■お問い合わせ
荒川漁業協同組合
（☎0254-62-1163）

事業部会からのお知らせ
『運動公園内を流れるカナールで
水遊びしませんか？』
■開催日 平成25年７月28日㈰
『あらかわ冒険遊び場〜運動公園で遊ぼう！〜』
■開催日 平成25年10月20日㈰
■その他 詳 細は後日配布のチラシをご覧くだ
さい
■お問い合わせ
まちづくり協議会事業部会
（☎0254-62-3181）

民謡流し
平成25年８月２日㈮19時から 坂町駅前通り
花火大会
平成25年８月３日㈯20時から 荒川河川敷
■お問い合わせ
事務局
（村上市荒川支所産業建設課内）
（☎0254-62-3105）

大好評！「第３回レコード鑑賞会」開催します
■日時 平成25年7月26日㈮19時から21時まで
■会場 村上市荒川支所３階旧議場
■お問い合わせ
まちづくり協議会
（☎0254-62-3181）

編集後記
今号から内容を一部
リニューアルし、８ページ
構成で広報誌「あらか
わ」をお届けします！
今回の目玉は何と言っ
ても特集「スイーツのま
ち あらかわ」でござい
ます。老舗からオープン
したてのお店まで、あら
かわ地区内にあるお菓
子屋さん全６店舗を紹
介しています。
どれもこれも絶品のス
イーツでした。「みなさん
もお試しあれ！」
（編集スタッフ一同）

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

