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助成事業中間報告
商工会青年部

助成事業

〜あらかわ出会いサポート事業〜

12 月 14 日㈯、あらかわ地区では初めての試みとなる婚活イベント『あ
らかわねるとんナイト』を開催しました。
20 〜 40 歳代の男女約 50 名の参加者の中から、めでたく４組のカッ
プルが誕生しました。今後も定期的に開催し、単なる婚活イベントに終
わらすのではなく、飲食店等とも連携を深め、坂町駅前通りを中心とす
るエリアの活性化にも繋げていきたいと考えています。

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〜

竹林整備や竹灯篭まつり、竹ぼうきづくり体験教室を開
催するなど、長政集落の特産である竹を有効に活用しなが
ら、地域づくりに取り組みました。
近日中には、ホームページも公開予定です。ＮＫＢの活
動を随時発信していきますので、どうぞお楽しみに！
【URL】http://www5.ocn.ne.jp/~sugai/

〈仕事を知ろう、地域を知ろう！〉
11/20 ㈬

荒川高校

他

高校生たちに進路や
地域のことを考える機
会にしてほしいと、マ
ジシャンや元船大工、
地元の竹ぼうきづくり
名人など８名を講師に
迎え、特別講座を開講
しました。
最初は表情も硬く、
緊張気味の生徒たち
も、徐々に真剣な眼差
しで講座に臨む様子が
見受けられました。
今回の事業を通し、
いろいろな仕事の魅力
や喜びを感じてもらう
ことができたでしょう
か？若者たちに秘めら
れた大きな力が、近い
将来この地域で発揮さ
れることを願っていま
す。
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〈高坪山周辺活動団体等懇談会〉
２/2 ㈰

荒川支所３階会議室

高坪山周辺で林道整備や植栽活動、野菜栽培
などに取り組んでいる団体のみなさんにお集ま
りいただき、懇談会を開催しました。
当日は、互いの活動を紹介しあったり、現在
抱えている課題などについて意見交換が行わ
れ、各団体からは「メンバーの高齢化や後継者
不足、安定した水資源の確保が困難」などといっ
た共通課題も挙げられました。
育成部会では、今後も定期的に情報交換会を
行うなどして団体同士の連携を深め、あらかわ
地区の観光エリアとして高坪山周辺をＰＲして
いきたいと考えています。

あらかわ地区まちづくり協議会

事業部会

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！〜

保育園有効活用ワークショップ開催！
今年の春廃園となる大津・
坂町・荒島の３保育園の活用
策を考えるワークショップを
全３回シリーズで開催しまし
た。
ワークショップでは、
「地
域の人誰もが、いつでも、自
由に利用でき、また、地域の
中で活動する様々な団体の活
動拠点となり得る『集いの場』
づくり」を念頭に置き、それ
ぞれの保育園の活用策につい
て検討を進めました。

ラベンダー畑を語る会
ボランティアのみなさんと
一緒に育てている運動公園の
ラベンダーの今後について話
し合いをしました。
※意見抜粋
・ラベンダー以外にもたくさんのハーブを植え、多くの
人たちに公園に来てもらおう
・ラベンダーオイルを抽出し、商品化も視野にポプリや
石鹸づくりに挑戦しよう

３回のワークショップを通して出されたアイディアは
保育園ごとにまとめ、具現化に向け市に要望等を行って
いきたいと考えています。

あらかわ地区まちづくり協議会

支援・情報部会
御礼!

あらかわスイーツ販売終了
期間限定販売した『あらかわ
スイーツ』は、お陰様で 4,000
個以上の売り上げを記録する大
ヒットとなりました。
コンテストに応募くださった
みなさん、お買い求めくださっ
たみなさん、本当にありがとう
ございました。
※一部店舗において延長販売
しております。お問い合わせは、
直接菓子店までお願いします。

金屋小文化祭でＰＲ活動！

実は…運動公園はお花見スポット！
園 内 に は 約 100 本 も
の桜の木があり、春に
なると見事な花を咲か
せてくれます。
お散歩やジョギングは
もちろん、お弁当を持
参し、お花見なんかも ※ゴ ミは自分で持ち
サイコーです
（* ≧∀≦ *）
帰りましょう

I love あらかわフォトコンテスト
フォトコンテストの入賞者が
決定しました！
入賞作品は、今号のまちづく
り広報誌より、表紙に掲載して
いきます。
応募くださったみなさん、あ
りがとうごうざいました。

ＮＰＯ法人「まんまる」視察

10 月 27 日㈰、金屋小学校の
１月 27 日㈬、山形県小国町で共生ホームなどを運営
文化祭に「大好きあらかわコー し、介護予防事業に取り組んでいるＮＰＯ『まんまる』
ナー」を出展。協議会活動やあら さんに、視察研修に行ってきました。
かわ地区の魅力を紹介しました。
協議会では、自立した組織運営を目指し、今後も、組
また、このことをきっかけに、 織体制や運営方法等について検討を続けていきます。
後日、６年生を対象とした特別
講座に招かれ、まちづくり活動
のほか、あらかわ地区の産業や
伝統芸能、観光などについてお
話しをさせていただきました。
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あらかわ麺特集

あらかわ麺特集

あらかわ麺

あらかわ

割烹食堂

いそべ

麺

国鉄時代から愛され続
けている大衆割烹。
一品料理からコース
料 理 ま で、 豊 富 な メ
ニューが自慢です。

いそべラーメン 530円

営 16:00-24:00（23:30 LO ）

動物系と魚介系のスープをバラ
ンスよくブレンドした、すっき 休 月曜日
りとした味わいの醤油ラーメン。
厚切りチャーシューもうれしい。 所 坂町2505-４

Collection
肉の

菜 ‐ sai ‐

あらかわ麺特集

みながわ
焼肉はもちろん、定食
などのお食事も◎。
お総菜や味付ホルモン
のお土産も人気です。

ラーメン 500円

あらかわ麺特集

シンプルで飽きのこない、昔な
がらのどこか懐かしい味。
精肉店直営という事もあり、やは
り自慢は自家製チャーシュー。肉
の旨味が口いっぱいに広がります。

おもだか（辛口野菜炒め入り）680円
ピリ辛味のスープにタップリ野
菜と厚切りチャーシューが魅
力！ボリューム満点で、大満足
の逸品です。

11:00-14:00
営 17:00-21:00

休 火曜日
所 藤沢18-乙

自家栽培や地元産の野
菜にこだわり、具だく
さんなパスタを提供し
ています。
手作りピザもオススメ
です。

海老と味噌の
クリームスパゲティ 950円

11:00-15:00（14:30 LO ）

生クリームとお味噌を合わせた
ソースが絶妙。具材には、地元
産の野菜がたっぷり入り、食べ
ごたえも◎。

あらかわ麺特集

自 家 製 麺 を 使 用 し、 ２ 種 類 の
チャーシューと笹川流れの塩卵
をあしらった豪華な味噌ラーメ
ン。大盛も無料。

あらかわ麺特集

月曜日

休（祝日の場合は翌火曜）
所 金屋2270-４

おもだかや

金屋蕎麦屋

支那そば（500 円）は
リーズナブルでリピー
ターも多く、いち押し
の「おもだか」と並ぶ
人気商品です。

50 年の時を経て復活し
た蕎麦屋。地元の食材
を使用し、ゆっくりと
食事を楽しんでいただ
くことをモットーとし
ています。

11:30-14:00
営 18:00-22:00

休 無し
所 藤沢78-１

天ざるそば 1000円
そば粉を 100％使用した十割そば
が信条。つゆには荒川産の焼き
鮎や岩船産の焼きあご、にぼし
を使用し、一般的なカツオだし
とは異なる特徴的な風味が新鮮。

荒川らーめん魂

特製味噌らーめん 800円

営 17:00-20:30（20:00 LO ）

営 11:00-14:00
月曜日

休 第１・３火曜日
所 金屋2270-４
焼肉

あしら

白鳥

地域の皆様に愛される
お店を目指し、常に進
化を続ける、行列の絶
えない人気店です。

自慢の焼肉をはじめ、
冷麺やキムチチゲなど
豊富なメニューが揃
う。シンプルなラーメ
ンも人気の一品！

営 11:00-24:00（23:30 LO ）
休 無し
所 切田1217-６

あらかわ麺特集

カルビラーメン 680円
動物系や魚介系のダシの効いた
醤油ベースのスープに、コチュ
ジャンの旨味と辛みが絶妙に
マッチ。後を引くうまさでスー
プを飲み干す常連客も多い。

営 11:30-22:00
休 火曜日
所 下鍛冶屋637

あらかわ麺特集

麺特集

あらかわ麺特集

生パスタのモチモチとした食感を
生かしながら、自家製トマトソー
スで仕上げた、ちょっぴり懐かし
い味。

Secret Fruits

いこい食堂

生パスタとローマ風ピッ
ツァが自慢のお洒落でアッ
トホームなお店です。
超濃厚カルボナーラは、
創業以来大人気の一品で
す。

夜はゆっくり飲んでく
つろげる憩いの空間を
提供しています。
お客様のお越しをお待
ちしております。

11:00-14:00

営 17:00-22:00
休 水曜日
所 坂町2465-１

ラーメン 500円
昔から地元で愛され続けてきた
中華そば。あっさりとしていな
がらもコクのあるスープが自慢
です。

居酒屋

野菜の旨味が詰まったコクのある
スープが自慢！たっぷりの野菜と
コーンがうれしい。

出雲

喜久平

一品料理も豊富！夜遅
くまでの営業ですの
で、飲んだ後の小腹に
も満足して頂けます！

ラーメン類はもちろ
ん、かつ丼などのご飯
類も人気の定食屋。
昔からのファンも多い
お店です。

営 17:00-１:30

タンメン 550円

月曜日

休（祝日などで変更有）
所 藤沢51-１

あっさりとした塩味で、たっぷ
り入った野菜の旨味が存分に味
わえる洗練された一杯。

休 無し
所 藤沢327-７

ふるさと

なご道

アコスでのお買い物の
際などは、ぜひ気軽に
お立ち寄りください。
特製味噌ラーメンもオ
ススメです。

洒落た音楽が店内を流
れるなか、季節の食材
を使った料理が楽しめ
る心地良いお店です。

営 10:00-19:30
休 アコスに準ずる
所 藤沢91-５

天ぷらうどん 1050円

11:30-13:30

秋田の稲庭うどんを、昆布とカ 営 17:00-22:00
ツオダシの効いたつゆで食べる。
日曜日
揚げたての天ぷらとの相性も抜 休（応相談で営業有）
群で、サクサクとした食感が楽
所 藤沢７-18
しい。

村上市営あらかわゴルフ場

レストランポプラ

お客様に楽しく飲んで
いただける空間をご提
供します。
皆様のお越しをお待ち
しております。

手作り料理が自慢のレ
ストランです。清流荒
川を眺めながら美味し
いランチが楽しめま
す。ゴルフをされない
お客様も大歓迎！

営 17:00-１:00

カレー南蛮うどん 830円

10:00-14:00
レストランポプラ一番人気の 営
「じっくり煮込んだ特製カレー」
冬季間
をつかったカレー南蛮。和風で 休
あっさり食べやすいので、季節
所 大津3318-62
を問わずオススメの一品です。

※各店舗に関する表記の価格は 2014 年３月１日時点のものです。

あらかわ麺特集

と〜く

ほのかな岩のりの香りが食欲をそ
そる、シンプルな醤油ラーメン。 休 火曜日
あっさりとした味わいで、飲んだ
所 藤沢７-32
後の〆に最高です。

あらかわ麺特集

営 11:00-14:00

和食とお酒と音楽のお店

居酒屋

醤油ラーメン 600円

所 坂町2499-１

あらかわ麺特集

海老や肉、野菜がたっぷりと入っ
た醤油ベースのあんかけラーメ
ン。熱々の餡が麺に絡み、寒い時
期には特にオススメの一杯。

休 無し

和風食堂

ラーメン

五目ラーメン 780円

11:00-14:00

営 18:00-

あらかわ麺特集

みそラーメン 700円

あらかわ麺特集

シークレット風
ナポリタン 1050円

あらかわ麺特集

〜 金屋・鳥屋・大津・両新 篇 〜
Pick UP

馬場館跡（ばんばやかたあと）
〈おおよその位置〉

〜八幡太郎義家のいくさ跡〜
金屋村には、小字名「馬場」というところがあります。地名の由来は、平安の頃、
八幡太郎義家が蝦夷征伐のおり、当地に滞在されて、人馬の訓練をしたことには
じまる、といわれています。馬場の跡といわれていますのは、現在八幡宮が鎮座し
ている小高い丘のことで、人の手によって築かれたものとの説もありますし、自然の
丘という人もあります。このあたりから須恵器なども出土することから、
以前から人々
が生活していたとも思われますし、高さも広さもあることから、城郭を構える場所と
ば

ば

しては絶好の地であったのでしょう。
岩船郡史談にも「金屋の東南の隅、中倉と境を接するところに小高い丘陵があり、周囲を川が掘のように囲んでいる。ここは紀
元千七百二十年頃（1060）源義家が阿部貞任の軍を、塩谷に討つために、城塞を築かれ持久戦の備えをしたところである」とあ
ります。
また、馬場八幡宮の縁起には、八幡太郎義家公が、大軍を率いてこの地に到着されました。さっそく小高い丘に本陣を構え、
荒川口を挟んで激しい戦いが繰りひろげられたのです。しかし、
なかなか勝負がつきません。そのため、
しばらくここに滞まることとし、
人馬の訓練をおこないました。それ以来、この地を「馬場」というようになった、とあります。
そして或る夜、義家は、夢の中にあらわれた白髪の老翁から兵法書をたまわり、これで勝利疑いなしと、勇躍出陣、勝利をおさ
められ、凱旋の際にも再び御陣宿なされ、戦勝のお礼として八幡宮を建立、幣（神にお供えする絹）を奉納し、あわせて老翁よ
りいただいた兵法書も箱に入れ社に納めた、と記載されています。
義家は、岩清水八幡宮で元服したことから八幡太郎義家と呼ばれていました。八幡宮はもともと源氏の守り神なのです。
名割村にはこんな話が伝わっています。八幡太郎義家が当地に来られる以前、朝廷に背いていた阿部貞任・宗任兄弟の勢力は
益々強まり、保内郷も危険を感ずるようになりました。ところで或る日、塩谷に陣取っていた賊徒が大挙して名割の村に押し寄せ、
逃げおくれて麻畑の中にかくれた村人を発見、皆殺しにしたのだそうです。
そんなこともあって、義家が全軍を引きつれ、荒川をはさんで塩谷に陣どっている賊徒と戦った時には、名割村の人たちは先陣
を申し出た程でした。
戦いは、はじめは矢合戦からはじまり、時をみはからって一斉に舟で渡ったということですが、名割は水郷地帯であって、舟を
あやつるのはお手のものであったのでしょう、不意をつかれた敵軍は敗走しましたが、その中でも大将と思われる武士の一人は、一
本榎のもとに立ちはだかって奮戦し、味方全員を逃がした後、討ちとられたそうです。今でも塩谷の人々には、敵に大将が討ち取
られたところとして語りつがれているそうです。
時は流れ、今でもこの老木の前に立つ時、討死した敵将の哀しい叫びの声が聞えてくる気がします。
八幡太郎義家は、今から約八五〇年程前の人ですが、奥州の阿部一族、清原一族を討つために活躍した武将として知られて
います。史実では、福島県の勿来・岩手県の衣川や、厨川・秋田県の鳥海柵・金沢柵などで戦ったことは確かめられていますが、
越後の地に出陣したとの記録は全くありません。
義経伝説に見られるごとく、悲劇の武将とか英雄の足跡などは、いろいろと各地に残され語りつがれているのです。
『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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歴史的なあれこれ見どころ
金屋・鳥屋・大津・両新
村上市指定文化財

大雄寺境内弁天堂

明 治 24 年（1891 年 ）
建立。一間堂四柱造で、
前面にベンガラ塗装が施
されている堂。
周辺には推 定 樹 齢 300
年の巨大なアカマツが見
られる。

会津浪人之墓

大雄寺の銀杏

大雄寺境内にそびえ立
つ、推定樹齢 300 年以
上と言われる大銀杏。

江戸幕府再興のた
め資金集めをして
い た 会 津 浪 士 が、
烏川のあたりで庄
屋率いる村人たち
に殺される事件が
あった。これは、非
業の死を憐んだ村
人たちにより建立
されたものである。

一ツ橋陣屋跡碑

幕末期の 40 年間、この地では徳
川御三卿の一ツ橋家が陣屋を構
えて統治していた。昭和 54 年に
横浜大学の資料室から見つかった
「一ツ橋領金屋御陣屋絵図」には、
当時の陣屋の様子が事細かに描か
れている。

新潟県指定文化財

馬場館跡

中世の文書資料から
は館の存在は確認さ
れないが、発掘調査
の結果から奥山壮黒
川氏に関連する館の
可能性が高い。館は
主郭と副郭からなり、
主郭には土塁と堀が
めぐり、郭内からは柱
穴・井 戸・池などが
確認されている。現
在は八幡宮がおかれ
ている。

安録塚

自らの命を賭し、村人に悪さをしていた白
へびを退治した行者安録の功績を後生に
伝えるため建立。現在の安録塚は、昭和
５年有志によって建立されたもので、お堂
の中には小さな地蔵が安置されている。

聖観世音碑

江戸時代、飢饉に苦
しむ領民を救うため
奔走した伝説の庄屋
「志村源太」が、浅
草の浅草寺伝法院よ
り受け建立。隣には、
願主永信（源太）と
県道新潟新発田村上線沿いに 掘られた小碑も建て
建つ江戸時代の道標。
「左は金 られている。
谷より村上道、右はせきより米
沢道」と記されており、この地
が古くから交通の要衝として栄
えたことがうかがえる。

道標

村上市指定文化財

延命寺石仏

板碑

村上幸子遺影碑

多くのファンに愛されながら、若くしてこ
の世を去った昭和の歌姫村上幸子さんを
偲び、平成３年有志により建立された。
碑の前に立つとセンサーが反応し、大ヒッ
ト曲「不如帰」が流れる。

板碑は鎌倉時代におこり、
ほぼ中世に限って建立さ
れたもので、仏像をあら
わす梵字が刻まれている。

楕円形の自然礫に彫り込
まれたもので、南北朝時
代の造立と推定される。

ほうきょういんとう

宝 篋 印塔

塔の中に、七度唱えると極楽
に行くことができると信じら
れた「宝篋印陀羅尼経」を納
めたことから、その名がある。
平安時代後期に中国から伝わ
り、鎌倉時代に入り、石のも
のが造立されるようになった。

延命寺本尊
延命地蔵尊

幼くして冥界に行こうとする
ものを地蔵尊がこの世に送り
返してくれるという説話から、
延命地蔵は広く人々の信仰を
集めた。
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総合型地域スポーツクラブ
平成 26 年４月から始まります♪
みんなで楽しく健康づくり♪
いろいろな教室がみなさんを待っています！

ス
リズムビフク
ラダ

ヨガ教室
３on３バスケットボール大会
ンス教室

子ども体力づくり教室

スリッパ卓球大会
【お問い合わせ先】
荒川総合体育館
TEL 0254 - 62 - 3248

他にも盛りだくさん！

会員には割引特典などがあります！
入会や料金など詳しいことは
左記までお問い合わせ下さい。

あ ら か わ 伝 言板
いよいよ解禁！清流荒川「サクラマス釣り」
３月16日より、あらかわ地区の春の風物詩「サクラマス釣
り」が始まります

「高坪山

山開き」

■日時 ４月13日㈰ ８：30〜
■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）

貝附山登山道山開き〜古城跡巡り〜
■日時 ５月５日㈷ ８：00集合
■場所 貝附山登山道入り口（林道花立線沿い看板あり）
■お問い合わせ 清流荒川・貝附里山を守る会
齋藤（☎090-3087-8483）

平成25年度あらかわみらいファンド助成事業活動報告会
及び平成26年度助成事業説明会
■日

時 ３月９日㈰
・報告会 10：00〜11：00
・説明会 11：00〜12：00
■場
所 荒川支所３階 第１・２会議室
■お問い合わせ
あらかわ地区まちづくり協議会（☎62-3181）

編集後記

いつまでもきれいな川を！「荒川クリーン作戦」
■日時 ４月12日㈯ ９：00〜10：30
■場所 荒川橋上流（左岸）
■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）

SL村上ひな街道号が坂町駅にやってきます！
■日時 ３月22日㈯・23日㈰
※坂町駅では給水作業と転車台による方向転換が行われます

「第６回清流あらかわ さくらつつみウォーク」
■日
時
受
付
出 発 式
スタート
■集合場所
■参 加 費
■内
容

４月20日㈰
８：20〜９：00
９：10〜
９：30〜
荒川中学校玄関前広場
中・高校生100円 大人300円
荒川堤防道路や水辺の楽校を歩きます
3.8km・10.8km・15kmの３コースあり
■お申し込み 電話またはファクシミリ（住所、氏名、年
齢、電話番号、希望のコースを明記）で、４月
16日㈬までにお申し込みください
■お問い合わせ 荒川総合体育館
（☎62-3248 fax62-3249）

今号のいち押しは、何と言っても特集「あらかわ麺collection」です。
支援・情報部会のメンバー総出で取材に臨み、創り上げました。
ぜひ、じっくりとご覧いただき、各店舗へ足を運んでいただけたら幸いです。
〜支援・情報部会員一同〜
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・FAX 0254-62-3181
Mail love-arakawa@bz04.plala.or.jp
URL：http://www.love-arakawa.bz-service.net/

