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おらほ の あづまり！
〜南野編〜
［おらほの部落では、こげだなしったなやの］
その結果、酒呑みの品格を問われ、その原因である
平成元年に公民館事業として始め
た“花見”。それは南野グラウンドの桜

“寒さ” 対策として旧大和公民館をお借りしたこともあり
ました。

の下にゴザを広げての宴会場でした。

始めた当初は、事業計画や予算も組んでおらず突発的

「東風が冷たくて寒い！だから飲ま

な事業でありましたが、部落会の後ろ盾や婦人会の協力

ずにはいられない ! !」などと大義名

を得て孟宗汁を味わうことができました。

分のお墨付きを得ての宴。

そして、現在は第四公民館のホールをお借りし、春作
業の忙しい最中にも関わらず、今年は160余名の参加を
見ることができました。多い年には200名を超える時も
あります。酒の嗜み方も、子供達に恥じないように和気
あいあいと、老若男女が集う場としてこの事業を大切に
していきたいものだと思うところです。

“冬来たりなば、春遠からじ”
『花見』もうすぐ、くっぞぉ〜! !

むかしあそび

どふら
道のまん中に直径50センチ、深
さ40センチの穴を掘り、穴の上に
木の枝、サワラの葉をかぶせて、こ

たこ揚げ

の上に雪をのせて「どふら」が分か
らないようにした。

竹を細かく割って皮だけの細
い竹ひごを、たこの大きさに組
み立てて紙をはる。糸をつけて
たこが出来あがった。

両手前は磨り減ったくつの底でみ
がいて、すべるようにした。
どふらができると建物の影にかく
れて通る人を待った。

秋の頃、田んぼに出てたこを揚げた。
風がない時は走ってたこを揚げた。
糸が弱いと切れる時もあった。

出典：『昔のあそび』
（ダシ風物語記念館 館長 長南一美氏 著）
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こんにちは！亀ノ尾の里資料館です
−道 具 図 鑑 −

縄ない機
わら縄はさまざまの目的で農家で使用されたが、
これをなうのも農閑期の重要な仕事であった。縄は、
わらすぐりで葉を落としたわらをわら打槌（和合№
119号道具図鑑を参照）でよく打って柔らかくし、こ
れによりをかけながら足の指にかけて上手になって
いく。
縄ない機は、製縄機（せいじょうき）ともいい、
明治末に佐賀県で考案されたわら縄をなうための機
械。二個のラッパ状の受け口からわらを挿入し、よ
りかけ装置を通って完成した縄が巻き取り装置で巻
き取られる。
この機械の
出現により、
手作業だった
縄ないの能率
が大きく向上
した。

縄ない機

はんじき（おはじき）
はんじきは平らな丸いガラスにいろいろな
色が入っていた。
遊ぶ子が3人いると相手の取りたい色のは
んじきを地面に10センチ間隔に並べる。
1メートル手前の地面に自分のはんじきをお
き、親指をバネに人差し指ではじいて当てる。
当てるとはんじきをもらうことが出来た。
女の子にはいろいろなはんじきの遊びがあ
り、きれいなはんじきは女の子の宝物だった
と聞いたことがある。

企画展
「書簡から見た清河八郎２」
開催中
今回の企画展では、庄内町史資料「清河八
郎関係書簡」第五号に掲載されている若き清
河八郎が江戸で開塾後、父宛てに出した書簡
を中心に展示します。
そこには、当時の
江戸の様子や美術品
売買等で資金を集め
る八郎の人間味溢れ
る姿を見ることがで
きます。
ぜひこの機会にご
来館ください。

▲現在展示中
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１

志を持ち、磨いて欲し

渡部

いとの想いから。
２

し

ま

志磨 ちゃん

両手をあげて「バンザ

堤新田

〜イ」。呼びかけに片

平成２８年１２月２２日生まれ
ひろ し

手をあげて「ハーイ」

けい こ

パパ：洋史

「バイバイ」など、手

ママ：恵子

を使ってコミュニケー
ションをとることが楽

４

父のくしゃみが大きすぎて、よく泣
かせてしまう。

しそうです。

（ビックリするようです）
３

人の顔に興味があるの
か、親や祖母の鼻の穴

５

元気に、たくましく育って下さい。

に器用に指を入れてく
る…。

パパ＆ママにインタビュー

はやぐ おっきぐなれの〜
Ｑ１／名前の由来は？
Ｑ３／最近記憶に残ったエピソードは？
Ｑ５／パパママからのメッセージ
り

加藤

ひと

理人 ちゃん

前田野目
平成２９年１月１日生まれ
るい

パパ：塁

１

み さ

ママ：美沙

目標や夢に向かって真っ直ぐ進め
る人になれるように、また、自分と
周りの人どちらも大切にして、物事
を正しく判断できる人になって欲
しいと願いを込めて名付けました。

２

保育園のお買い物ごっこの時に
買った、手作りのガラガラにはまっ
ています。
毛布やタオルを使って
「いないいないばあ」
をしたり、9ヶ月
健診で貰った絵本
もお気に入りです。

３

Ｑ２／今一番の興味やはまっていることは？
Ｑ４／パパママの失敗談（子育てあるある）
最近、タッチや両手を合わせて拍手ができるようになって
きました。家から出かける時や帰った時はタッチしながら
ニコッとしてくれます。 (*´v｀*)丿
４

抱っこしながら寝たかと思って布団に
寝かせると起きてしまう。ミルクを
作っても飲まなかったり、逆に量が足
りなかったり。難しいです。
５

2017年の元旦に産まれて、
ここまで大きくなってく
れて本当に嬉しいです。
毎年新年と同時に誕生日
のお祝いだね(^^)理人が幸
せになれるようにお父さ
んもお母さんも一緒に頑
張ります。これからも
よろしね。
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余目第四幼稚園

よつばっこ通信

今年は、おじいちゃんおばあちゃ
んからお客さんとしてお買い物に来
ていただきました。
「いらっしゃいませ〜!!」
「何にしま
すか？」すっかりお店の人になりき

お店屋さんへようこそ! !
秋になると、第四幼稚園には様々
なお店が開店します。ドーナツ屋、お

って、楽しんでいた子ども達です。
『上手だの〜』
『 よぐ作ったの〜』と、
たくさんほめてもらって満足！大繁
盛してうれしかったね。

もちゃ屋、ホットドック屋！それか
ら、パフェ屋、おでん屋、カバン屋、ど

せんせい、あのね！

んぐり転がしゲーム、銀行屋！友達
とアイディアを出し合ったり、必要

絵本『どろぼうがっこう』ごっこをしていて・・・

なものを作ったりしながら準備をし

B子「見つからないように歩かなくちゃ！」

てきました。

先生「そうだよね、絵本に書いてあったよね！」

そして、子どもたちが特別に楽し
みにしていたことがあります。それ
は祖父母参観！

C子「あー！たしか、さし足・かけ足…」
先生「ふふふ」
（ぬき足・さし足のことね！）

６年生のみんなが願う和合の里

工藤
【古

はやて

颯

齋藤

関】

【吉

ぼくは、交通事
故がなく、みんな
元気で笑顔がたえ
ない、川もすきと
おった、きれいな
和合の里にしてほ
しいです。

そう ご

まい か

蒼護

佐藤

舞花

方】

【廻

館】

自分は、明るく
平和な和合の里で
あってほしいし、
笑顔がたくさんあ
る、自然豊かで楽
しい和合の里にな
ってほしいです。

犯罪などがなく、
ごみなどが落ちて
なく、自然がきれ
いで、みんなが元
気に楽しくすごせ
るところになって
ほしいです。

加藤

あん な

杏奈

富樫

な

な

奈菜

【主殿新田】

【小出新田】

私は、みんなが
とても仲が良くて
協力できる、そん
な優しさがある和
合の里になってほ
しいです。

私は、みんなが
仲良く、楽しそう
に遊んでいて、余
目四小の自慢がこ
れからたくさん増
えていってほしい
です。
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こんにちは
保健師です！

【庄内町のがん検診は無料！】
検診項目
対 象
肺がん
胃がん
40歳以上
大腸がん
前立腺がん
子宮がん 20歳以上女性

庄内町保健福祉課

渋 谷

麗

（第四学区担当）

がんを予防して
健康寿命を延ばそう！
がんは日本人の死亡原因の第1位で、
２ 人に １ 人はがんにかかると言われて
います。
庄内町でもがん死亡が毎年死因の第1
位を占めています。
がんを予防するには、生活習慣の見直
しと改善を図り、定期的にがん検診を受
けて早期発見・早期治療することが大切
です。

乳がん

検査方法
胸部Ｘ線撮影
バリウムによるＸ線撮影
検査キットによる便潜血検査
血液検査（PSA検査）
頚部細胞診

40歳以上
乳房Ｘ線検査と視触診
偶数年齢の女性

※個別子宮がん検診・乳がん検診
（町指定の医療機関
で受診）は、平成30年3月20日まで受けること
ができます。 検診を申込みされた方には「受診券
（ハガキ）
」を発行しています。
※来年度の健診意向調査を平成30年1月に実施しま
す。 職場でがん検診を受ける機会のない方は、ぜ
ひ町のがん検診を受けましょう。
町のがん検診を申込みしない方は、理由を選択し、
健康診査意向調査書を必ず提出しましょう。
※がん検診精密検査が必要な方は、必ず受けましょう。

1月10日は「110番の日」

110番を正しく利用しよう

わごう駐在所
庄内警察署

110番通報制度は昭和23年10月に始まり、本

佐藤

県では昭和51年から本部集中運用とし、県民と警

第四学区担当

正人

察を結ぶホットラインとして利用されています。

110番のしくみ

県警察本部

110番

（通信指令課）

県内からの110 番通報は、どこの市町村
からかけてもすべて県警察本部の通信指
令課につながります。

現場急行

通信指令課で110番を受理すると、管
轄する警察署や現場付近のパトカーに指
令し、現場へ迅速に警察官を向けます。

現

場

警察署
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がんを防ぐための新12か条
1条
2条
3条
4条
5条
6条
7条
8条
9条
10条
11条
12条

たばこは吸わない
他人のたばこの煙を避ける
お酒はほどほどに
バランスのとれた食生活を
塩辛い食品は控えめに
野菜や果物は豊富に
適度に運動
適切な体重維持
ウイルスや細菌の感染予防と治療
定期的ながん検診を
身体の異常に気がついたら、すぐに受診を
正しいがん情報でがんを知ることから

健康レシピ

さつま芋ようかん

◆材 料

さつま芋 …… 500ｇ（約2本）
水 …………… 200㏄

問合せ先 健康推進係 余目保健センター ☎42 0170
健康福祉係 立川庁舎 ☎56 3392

粉寒天 ………… ４ｇ
砂糖 ………… 120ｇ

◆ 作り方
110番通報のポイント
※係員が順序立ててお聞きしますので、落ち着いて
お答えください。

1.

さつま芋は皮をむき、2 cmの
輪切りにする。５分位水にさ
らしてあく抜きをする。

2.

鍋にさつま芋とたっぷりの水
を入れて火にかける。やわら
かくなったらざるにうつし水
分をきり、熱いうちにつぶす。

3.

分量の水と粉寒天を鍋に入れ
て火にかける。沸騰したら火
を弱めて２分位混ぜてから火
を止め、砂糖を加えて混ぜる。

4.

3にさつま芋を加えて混ぜる。

5.

4を流し箱に入れて固める。

① 何があったのか（事件か、事故か）
② どこであったのか（住所、目標となる建物など）
③ いつあったのか（たった今か、何分前か）
④ 犯人 相手 は（人数、服装、車のナンバーなど）
⑤ どんな状況か（現場の様子、怪我の状態など）
⑥ あなたの住
住所、氏
氏名、電
電話番号

携帯電話からの通報
※約

割が携帯電話からの通報です。

① そのまま「

」とボタンを押す。

② 現在地、目標物等を確認する。
③ 通話状態が良い場所で通話する。

◆ ポイント
◎ さつま芋は裏ごしすると口当
たりがなめらかになります。

④ 車両運転中は、必ず停車してから通報する。

◎ 粉寒天は十分に火を通してく
ださい。

※ 運転中の携帯電話使用は、道路交通法違反です！

◎ 砂糖の分量はお好みで調整し
てください。
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和合の里

祝

祝

余目第四学区
無火災 1,000 日達成！

−秋の褒章−
黄綬褒章受賞！

10月25日、余目第四学区無火災1,000日の表

11月1日、内閣府から秋の褒章が発表され、業

彰式が行われました。平成27年1月24日から数

務に精励し、他の模範となるような技術や事績

え、平成29年10月20日をもって無火災1,000日

を有する方に贈られる黄綬褒章に、庄内町亀ノ

を達成したことから、酒田地区広域行政組合消

尾の里資料館運営協議会委員を務める松浦一宇

防本部消防長より表彰状が授与されました。

さん（宮曽根）が選ばれました。

これも日ごろの消防団や自主防災活動の成果
です。

長年にわたり農業に従事し、日々研鑽を重ね
高い生産技術を身に付け、稲作指導者として技

これからも

術指導を行うなど、技術力向上や後継者育成に

2,000日、

貢献してきたことが今回の受賞につながったも

3,000日と記

のです。

録更新を目指

祝

し火の用心、
火の用心、火
の用心…。

祝

和合秋香会
第 14 回菊花展

10月30日から11月2日まで、和合の里の秋ま

齋藤 真希 選手（南野）
祝勝会が開かれました

10月29日にグランド エル・サン（鶴岡市）に

つりの一環として和合秋香会による第14回菊花
展が開催されました。期間中は、会員の皆さん
が丹精こめて育てたそばらしい菊花を多くの
方々から鑑賞してい
ただきました。

て、陸上女子円盤投げの齋藤真希選手（南野／
鶴工２年）の祝勝会が開かれました。

最終日には表彰式
が行われ、梅木宏輝

齋藤選手は今年、南東北インターハイ、えひ

さん（廻館/右写真）

め国体、U-18日本陸上競技選手権で優勝を果た

の一般花厚物「精興

し、祝勝会では「さらなる記録を目指して頑張

大響」が見事、山形

る」とあいさつを述べました。

県知事賞に輝きまし

東京2020まであと3年！さらなる活躍が期待

た。

されます。がんばれ！

編 集 後 記

1年で1番好きな季節を聞かれたら「冬」
と答えます。雪の日の夜の明るさが綺麗で

張り詰めたようなピリっとした寒さも大好きです。ですが一番の理由
は、クリスマス、大晦日、元旦と約1週間もめでたいという大義名分で
騒げるからです！(この時ばかりは下戸の私もお酒を飲みます！ほんの
少し…) 毎年12月に入ってスーパーでXʼmasソングを聞くとウキウキし
た気分になります。皆さんはどの季節が一番好きですか？

余 目 第 四 公 民 館
亀ノ尾の里資料館

1月16日（火）
清掃日のため午後3時
からの利用になります。

【お詫び】季節の都合で「畑にこんにちは」のコーナーは、来年の4月までお休みとさせていただきます。
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