三条キャベツ週間
６月８日㈯～ 15日㈯

三条は県内でも有数のキャベツ産地です。
主に信濃川沿いの肥沃な土地で栽培されます。「青春２号」は
軟らかく、生でもおいしく食べられます。新鮮で甘くて栄養たっ
ぷりの三条産キャベツをたくさん味わってください。

地産地消推進店に行こう

VOL.26

社会医療法人嵐陽会 三之町病院

三燕みどりの森は、トンボ
やバッタ、カエルなどの
生き物に出会える街の中
の緑のオアシスです。親子
で安心しておもいっきり
遊べます。

〒955-0071
三条市本町5-2-30
☎0256
（33）
0581
ファクス：0256
（32）
1896
ＨＰ
：有

〒959-1384
加茂市寿町12-16
☎・ファクス0256
（52）
6246
ＨＰ
：無

パパ・ママが安心して働けますよう、院内付属保育
施設の充実に努めてまいります。

■宣言数（５月１日現在）個人:516件

三条産キャベツの売り出し

NPO法人ネットワークみどり緑

３歳未満の子どもたちを
預かる施設は限られ、どこ
も空き待ち状態。その子
たちを預かることで「働
きながら育児」を応援し
ます。

緑豊かな公園として整備した須頃郷第２公園（愛称
三燕みどりの森）で、昆虫教室やネイチャーゲームを
実施します。

団体:34件

事業所:40件

合計:590件

６月といえば梅雨の時期ですね。
今月は傘にまつわるお話を
紹介します。

これから６月に入ると雨の日が増えるでしょう。
私は初めて「梅雨」という言葉を聞いたとき、驚きを
覚えました。特別な言葉ができるほど雨が多く降る
ことに驚いたからです。
私が生まれ育ったカナダのサスカトゥーン市では
雨はそんなに多く降りません。雨が降ってもほとんど
の人は傘を差さないし、そもそも傘を持っていない
人が多いです。実は私も日本に来る前、傘は数える
程しか使ったことがありませんでした。しかしどう
でしょう？日本では雨が少し降っただけでも、すぐに
ほとんどの人が傘を差すのではないでしょうか。
日本では、私も日本人に溶け込むように、意識して
傘を使うことにしています。では、傘を差さない
カナダ人は雨に濡れてしまうのではないかと思っ
たら、その通りです。ほとんどのビルには傘立てや
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6月1日号

傘袋がないため、ずっと持ち歩くより仕方がありま
せん。ですから、その煩わしさよりも、濡れたほうが
ましだという考え方が一般的です。カナダで最も
よく使われている交通機関は車で、家にガレージが
有り、公共の駐車場も屋根付きか地下の場合が多い
ので、出掛けるとき雨に濡れる時間はわずかです。
ちなみに、カナダの冬はだいたい半年間あり、ほぼ
毎日雪が降りますが、それでも傘を差しません。
私は冬に傘を差したカナダ
人を一度も見たことがあり
ません。どんなに日本社会
に溶け込もうとしても、
やはりカナダ人である私は
雪のために傘を差すのは
慣れていません。

学校や保育所の給食は、毎日、
三条産キャベツを使います。
学校では「キャベツたっぷりミネ
ストローネ」や「三条キャベツの
さ っ ぱ り サ ラ ダ 」、 保 育 所 で は
「キャベツ入り三色そぼろ」や
「キャベツの洋風煮込み」など
が登場します。

スーパーマーケット、直売所、
定期市など

給食おいしい！

三条産キャベツを使った
料理を提供
飲食店、小売店など

６月の旬は
「キャベツ」

Q ここで問題 昨年のキャベツ
週間で、最もキャベツの使用量が
多かった日は何個使ったでしょう？

和旬喰燗 ToToYA
ネギトロロールキャベツ

A

サン・フォーレット
やまやの明太子ロール

正解は 約330個！
重さにして 約430㌔です。

第79話

第20回

傘を差すべきか
差さないべきか

給食もお楽しみに

「八十里越を越えた先人たち①

～はるかなる一万五千年前の石器～」

八十里越の向こう側は、福島県南会津郡只見町…。
『只見町史』を見ると下田地区と似た石器の実測
図を見つけました。それは猿倉遺跡（只見町塩沢）の
ナイフ形石器です。一見すると別の形の石器に見え
ますが、細かい点を観察すると同じ石器であることが
分かります。縦長剥片を素材に両側縁に加工が加え
られた元々は柳葉形の石器で、上部が折れてしまって
います。元の形は下田地区にある荒沢遺跡（荒沢）の
石器に似ているのです。
これは「杉久保型ナイフ形石器」という今から１万
５千年前の旧石器時代の石器で、東北地方を中心に
分布しています。当時は、今よりも寒い氷河期で
オオツノシカなどの大型動物を追って集団が移動
する狩猟採集社会でした。この石器は、狩猟に用い
られた槍先と考えられています。
石器の性能は、猟の成功を左右し集団の生死に
関わるもので、その形は非常に重要でした。同形の
はく へん

やり

石器からは、八十里越を越えて人の行き来があり、
交流があったことが伺えます。
八十里越を介した先人たちの往来は、１万５千年
前の石器にその原点を見ることができます。
遺跡から見た八十里越を通じた人とものの往来
について見ていくことを今回から６回シリーズで
お届けします。
お楽しみに…。

杉久保型ナイフ形石器
左：荒沢遺跡出土
右：猿倉遺跡出土
（上部欠損、
『只見おも
しろ学ガイドブック』
2013 只見町）

6月1日号
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だんだんと暑くなってきました。トマト、キュウリ、
ナス、オクラ、枝豆などの夏野菜が旬を迎えます。
新潟県はナスの出荷量も消費量も全国的に多い県です。三条では、露地栽培の
ほかに、主に大島地区でハウス栽培され出荷量は209㌧。県内では一番早い時期に
出荷が始まります。
ナスは高温でよく育つため、夏のハウスの中での作業は過酷です。日中は40度を
超え、湿度もかなり高くなります。ハウスで栽培された三条のナスは、アクが少ない
ことが特徴です。実がなり始めてから収穫までの時間が短く、アクがたまらない
うちに出荷できるためです。こうしたナスはアク抜きも必要ありません。体を冷や
してくれる働きもあるナスをたくさん食べて、暑い夏も元気に過ごしましょう。

VOL.27

ビアンポポロ

月岡二・諏訪三丁目自治会

子どもたちが元気よく
走り回れて集まってくる
ようなお庭作り、乳幼児を
連れたお客様がいつでも
気軽に入ってこれるよう
なお店づくりを心掛けて
いきたいです。

人のつながりが希薄に
なりがちな昨今です。
見知らぬ人や子どもたち
に出会ったら、まずあい
さつを!
心が通じ合い支え合える
地域を創造します。

■宣言数（５月31日現在）個人:516件

この部分が
ガク

〒955-0803
三条市月岡2-15-19
☎0256
（32）
4259
ＨＰ
：無

〒955-0084
三条市石上2-15-7
☎0256
（36）
0330
ファクス：0256
（36）
0306
ＨＰ
：有

・地域の子供たちのために花いっぱい運動、あいさつ運動を心がけます。
・乳幼児を連れたお客様のためのコーナー、ベビーシートを設ける予定です。
・子供たちが元気よく走り回れるようにバリアフリーなお庭作り、乳幼児を連れた
お客様が喫茶コーナーでミルクをあげられるようにお湯をご用意いたします。

新鮮なナスの見分け方

地域住民（大人・子供とも）の声かけ運動によって
連帯を深め、気楽に話し合える町内を創造する。

団体:34件

事業所:40件

合計:590件

7月の旬は
「ナス」

旬

お名前は何ですか？
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7月1日号

13年間、最も人気のあった男の子の名前は聖書に
出てくるジェイコブ（ヤコブ）という名前でした。
しかし、この風潮も一変して去年ジェイコブという
名前を付けられた男の子の数はわずか全体の１㌫
以下でした。
近年では伝統的な名前よりも目立つ名前を付ける
方が人気のようです。つまり、全く新しい名前を
考えたり、珍しい名前を付ける人が増えています。
例えば、Heatherという昔からよくある名前のスペルを
逆にするとR ehtaehになります。このような特異な
名前を付けたり、また有名人の子どもにApple（リンゴ）
という女の子やSatchel（カバン）
という名前の男の子もいます。
子どもができたら、名前はどう
しましょうか？迷いますね…。
ザ

ー

レ

ー

テ

ー

みんなで観察してみよう。

枝豆も <プランター設置場所> ・三条総合病院
ちょっぴり・レディスクリニック石黒・川瀬神経内科
ご紹介！ クリニック ・三条郵便局・三条信用金庫
中央支店・北三条駅・すまいるランド

あなたは自分の名前の意味（由来）を
知っていますか？
調べるととても面白いですよ！

ヘ

トマト、ピーマン、
ししとう、キュウ
リ、唐辛子などと
一緒に料理してみ
よう。

来月の ～プチ畑プロジェクト～みんなで枝豆を育てよう～
まちのあちこちで枝豆栽培中。
「
」 枝豆の花は何色かな？いつ頃実がなるの？
ホームページで
生育の様子を公開中

すくすく枝豆日記

第80話

第21回

日本人の名前は漢字の意味を基に考えたものが
多く、名前自体が意味を持っていますが、実は英語の
名前にも意味があるのを知っていますか？例えば
私の名前は「石」という意味があります。しかし
私の両親は「石」という名前を付けたくて選んだの
ではなく、また自分の名前がピーターという人以外
にはその意味もあまり知られていません。また、私の
姉メアリーは「苦い」という意味がありますが、
今回この記事のために意味を調べるまで私もその
意味を知りませんでした。英語の名前の意味という
のは、ほとんど元々のラテン語、ヘブライ語、ギリ
シャ語の意味です。
ところで私の親はキリスト教徒で、子ども全員に
聖書に出てくる人物名を付けました。このような
名前の選び方は一般的で、実にアメリカ で過去

・ガクの部分に三角形
のトゲがある。
・ガクがまんべんなく
ついている。
・皮 に つ や と 張 り が
あり、紫色が濃い。

ナスはナス科の野菜と
相性がいい

「八十里越を越えた先人たち②

～5000年前に行き交った黒いダイヤ～」

5000年前の縄文時代中期の遺跡から驚くべき
事実が明らかになりました。“黒いダイヤ” と言わ
れている「黒曜石」の産地が只見町にある窪田遺跡
（只見町大字大倉＊）と三条市の長野遺跡（三条市
長野）で共通しているのです。
黒曜石は、火山の噴火などの際にできる天然の
ガラスで、割ると鋭い刃ができる石器の材料としては
最高のものです。産地が限られ、旧石器時代や縄文
時代には貴重な交易品として流通していました。
三条市の遺跡からも、数は多くありませんが、出土
しています。
黒曜石にＸ線を当てて産地を分析すると、窪田遺跡
の黒曜石は、信州産と栃木県高原山産と新発田市
板山産であることが分かりました。一方、長野遺跡
の黒曜石は、高原山産と板山産と秋田県男鹿半島産
などであることが分かりました。
遺跡と黒曜石産地の位置関係から、窪田遺跡と

長野遺跡から見つかった栃木県高原山産の黒曜石は、
只見側から三条側へ八十里越を越えてもたらされた
可能性が高いものと考えられます。
また新発田市板山産の黒曜石も、三条側から只見
側に八十里越を越えてもたらされたものかもしれ
ません。黒曜石の産地から、およそ5000年前から
八十里越が交易ルートとして機能していたことが
伺えます。

＊窪田遺跡は、縄文時代
から弥生時代の遺跡で、
福島県指定史跡として
保存され、発掘が終了した
部分に、会津只見考古館が
建ち遺物が展示されて
います。

長野遺跡の黒曜石製石器

7月1日号
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暑い日に、冷たいビールと枝豆。
夏の楽しみの１つですね。
新潟県は屈指の枝豆産地で、三条でも時期に合わせた
さまざまな品種が栽培されています。出荷量が多いのは石上栗林
地区です。
今年は雨が少ないため、農家の方は小まめに畝周りに水を流す
など、例年以上に手間を掛けたそうです。そのおかげで、少し粒は
小さいものの、香りの良いおいしい枝豆が出回っています。
うね

VOL.28

mother nature

中新自治会

出産と子育てを通し、健康
的な自然な暮らしを応援。
ママヨガ、リンパケア、
スピリチュアル、女性の
ための講座を開催中です。
〒955-0065
三条市旭町1-5-17
☎・ファクス0256
（55）
1427
ＨＰ
：あり
お子様連れ、ご家族でも整体やカウンセリングに来ていただけるよう、キッズ
スペースを設け、ベビー布団もご用意。授乳できるよう配慮しています。マタニ
ティー、産後ママさんも整体を受けていただけるようママコースを完備。新生児、
産前産後のデリケートな時期、敏感な方、アレルギー、ぜんそくの方にも安心な
様々なオーガニック製品やアレルギーぜんそくの検査を受けたソープ等の日用品。
無料のハーブティーカウンセリング。又、お口に入れても安心な素材の画材、木の
おもちゃの取扱。親子で楽しめるアートワークショップや親子整体レッスンも開催。
アートギャラリーを設置。ボランティア活動にも参加します。

■宣言数（７月１日現在）個人:516件

おいしい枝豆の
見分け方

子どもを取りまく安全
安心環境が変化する中、
次代を担う子ども達を
地域から支援することを
主眼に「登下校子ども
見守り表」をつくり、担当
を決め見守り活動を実施
しています。

・枝つきの場合は、さやが
密生している。
・さやが淡い緑色で、うぶ毛
がついている。
・粒ぞろい

〒955-0035
三条市中新25-24-3
☎・ファクス0256
（38）
7575
ＨＰ
：なし

地 域 の 声かけで子どもの 幸 せと健 やかな成 長を
見守ります。

団体:34件

事業所:40件

合計:590件

こんな食べ方もおすすめ
・わさびマヨネーズ和え
・ポテトサラダのアクセントに
・ミキサーにかけてポタージュに
・オリーブオイルでさっと炒めて
塩コショウ
・ひじきの煮物に 彩りもアップ

まちなかで枝豆を育てる「プチ畑プロジェクト」実施中
６月に苗を植え、すくすく
生長しているプランターの枝豆。
そろそろ実がなり始める頃で
しょうか。通りがかりに、ぜひ
ご覧ください。

８月の旬は
「枝豆」
健康づくり課 食育推進室

☎内線４７７

大きく育っていく様子が
目に見えてうれしいです。
水が多すぎないかと心配
になることもありますが、
実がなってくれるように
世話していきたいです。
収穫が楽しみ！

<プランター設置場所>
三条総合病院の様子
・三条総合病院
市ホームページでも生育の様子を
・レディスクリニック石黒・川瀬神経内科クリニック 公開中。Webで検索！
・三条郵便局・北三条駅・すまいるランド
すくすく枝豆日記

第81話

第22回

Home,Sweet Home
引っ越しって大変ですよね。
今回は海外の引っ越しにまつわる
お話を紹介します。

地域経営課 地域振興係

☎内線４０３

先月、私は新しいアパートに引っ越しました。前の
アパートからそんなに遠くはありませんが、自分の
車が小さいので、引っ越しに長い時間がかかりました。
カナダに住んでいたときも何度か引っ越しをした
ことがありましたが、ミニバンを持っていたため
簡単でした。
初めて日本に来たときにびっくりしたことの
１つは、道路と車の大きさでした。カナダやアメリカ
の道路は日本の約２倍あり、
車も日本と比べて大きい
です。去年のアメリカの自動車販売台数の11㌫は
中型ピックアップトラックでした。たいてい、知人の
中に誰かがそういうトラックを持っているので、
近場で引っ越す場合は、その人にお願いすることが
多いです。そして遠くに引っ越す場合、自分の車の
後ろにけん引するトレーラーを借りるか、トラックを

21

8月1日号

レンタルする人も多く、運送業者を利用する人は
わずかです。
ところで、カナダとアメリカでは日本のように
成人式がなく、その代わりに実家を出ることが多く
の人にとって、大人になるための通過儀礼と考えら
れています。つまり、大学や仕事が実家と同じ市に
あっても、自分の力で独立するために実家を出る人が
多いです。また、家賃を一人で払うのは少し無理が
ある場合が多いので、ルームシェアがとても人気です。
しかも実家を出ない人は自分の親に家賃や生活費を
払わされる事も珍しくなく、
最悪の場合は実家から追い
出されることもあると聞いた
ことがあります。かわいそう
ですね…。

「八十里越を越えた先人たち③

生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

～峠を越えた縁～」

以前は、八十里越を挟んで、結婚して向こうへ
行ったりこちらに来たりしていたと聞いたことが
あります。遺跡出土の土器にもそういうことでは
ないかと考えられるものがあります。
いい湯らていの第二駐車場から北五百川集落へ
向かう道路周辺は、近くにあるお寺の名前を取って
成就院脇遺跡（北五百川）と呼ばれています。
平成14年の発掘調査では、直径２㍍ほどの穴が
ほぼ一列に並ぶように10基見つかりました。これ
らの穴の一つから、関東が分布の中心である加曽利
Ｂ式土器（縄文時代後期、約3500年前）がまとまって
出土しました。
深鉢と片口と浅鉢（写真中央）があり、沈線や細かな
縄文で繊細な装飾が施され、器面が美しく磨かれて
います。特に片口や３つの突起が付いた浅鉢は、
形が珍しく、
特別に作られた土器という感じがします。
この穴は、形や大きさから墓穴と考えられ、これら

の土器はこの穴に葬られた人に捧げられたもので、
この人の出自を表しているものと考えられます。
そのように考えると、この墓に埋葬されたのは、
関東にゆかりのある女性であり、遠く関東から北
関東を経由して八十里越を越えて、成就院脇ムラに
やってきた花嫁だったのかもしれません。この時代、
八十里越は、只見地域と三条地域をつなぐだけのもの
ではなく、北関東を経由して関東と越後をつなぐ道
でもあり、他地域との交流の玄関口であったといえ
ます。

成就院脇遺跡出土の土器

8月1日号
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三条で一番たくさん作っている果物は
何でしょう？
ぶどう？もも？答えは夏から秋にかけて楽しめる “梨” です。
販売量にして1,517㌧、作っている面積は59㌶になります。
県内でも有名な果樹産地の大島地区では、いろいろな品種の梨が
作られ、多くが露地栽培です。出荷量が多い理由のひとつは、
出回る時期の長さにあります。８月下旬に出回る幸水から始まり、
豊水、あきづき、新高、新興と、12月上旬まで楽しめます。
今年は、春にひょうやあられが頻繁で、実に傷がついてしまった
ものも多く見られたため、農家の方は、いつも以上に丁寧に摘果
作業を行ったそうです。
それでも、味には全く問題はありません。例年どおり、みずみず
しく甘い梨がお店などに並んでいます。
梨はあまり日持ちしないため、買ってから３日以内に食べるのが
おすすめです。
シャリシャリとした食感と上品な甘みを、
ぜひ楽しんでください。

VOL.29

株式会社 丸富

牛ヶ島自治会
子どもたちが安全で安心
して遊べるよう地域みん
なで遊具の整備、清掃、
敷地内の草取りなどを
定期的に行い、子ども
たちの健やかな成長を
見守ります。

100年後の三条を担う
子どもたちのために、
今！子育て支援に取り
組みます。
〒959-1105
三条市若宮新田697-1
☎0256
（32）
1341
ファクス：0256
（41）
1200
ＨＰ
：あり

・社員全員が子供達の安全に配慮した運転をします。
・社員のライフスタイルを考慮し、柔軟な働き方が
できるようサポートします。

■宣言数（８月１日現在）個人:516件

〒955-0016
三条市牛ヶ島1-27
☎・ファクス0256
（38）
6806
ＨＰ
：なし

地域の子どもたちのために、積極的に明るい声かけを
実施します。

団体:34件

事業所:40件

合計:590件

こんな料理もおいしいよ！
・薄くイチョウ切りにして、
塩昆布と和える。
・キュウリや人参などと一緒に
せん切りにしてサラダに。
韓国風ドレッシングが
良く合う！

９月の旬は
「梨」
健康づくり課 食育推進室

☎内線４７７

第82話

第23回

サマーキャンプ

皆さんは「サマーキャンプ」
というと、どんな風景を
想像しますか？

地域経営課 地域振興係

☎内線４０３

皆さん、夏休みはいかがでしたか？９月になると
カナダやアメリカの子どもたちも学校が始まりますが、
日本とは違って新学期に当たります。小中高の学期
は９月から６月までで、夏休みは日本より長く、
２カ月間あります。この間、子どもたちは学校の宿題や
部活動が全くありませんので、家族と旅行したり、
毎日友達と遊んだりして、最高に自由な時間を過ごし
ます。
しかし、ほとんどの家庭は核家族で、祖父母と
離れた場所に住んでいることも多く、子どもの世話を
す る 人 手 不 足 に な り が ち で す。 仕 事 で 夏 休 み を
取ることができない、もしくは取れても短い共働きの
親たちにとっては普段以上に大変忙しい時期に
当 た り ま す。 そ こ で 親 は ど う す る か？ … 答 え は
「子どもをサマーキャンプに送る」です。
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9月1日号

サマーキャンプは小中高生を対象として１週間
から２カ月間行われます。毎年アメリカだけでも
参加人数は1,000万人以上です。こういうキャンプで
子どもたちは新しい友達に出会ったり、野外での
自然との触れ合いや集団生活の楽しみも味わえます。
一般的なキャンプの内容は、ハイキング、水泳、カヌー、
キャンプファイヤー、歌、クラフトなどですが、最近では
音楽、演劇、コンピュータなどの専門的なキャンプも
増えてきています。なかでも、Fat Campという肥満の
子ども向けの減量キャンプもあり、子どもが行きたく
なくても親に送られること
が多いそうです。ちょっと
かわいそうに思いますが、
参加者は確実に減量して
帰ってくるそうです。
ファット

キ ャ ン プ

「八十里越を越えた先人たち④

生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

～弥生時代の到来と会津地方とのつながり～」

第 25 話で紹介した弥生時代中期後半の内野手
遺跡（上野原）からは、方形周溝墓という西日本の
造り方の墓が発掘されています。この墓は、弥生時代
前期末に近畿地方で最初に作られ、その後、稲作の
普及とともに東日本に伝わりました。
四方に溝がめぐらされていますが、北側の溝からは
会津地方や中通地方に分布の中心を持つ「山 草 荷
式土器」の壺が出土しています。胴部上半部には、
平行線で渦巻文などを描き、下半部には縄文が施さ
れる縄文土器の延長上に生まれた弥生土器です。
壺の上半部分のみ出土しましたが、埋葬儀礼の際に、
割られたものと考えられます。
墓の形は、近畿地方のものをほとんどそのまま受け
入れているにもかかわらず、土器は会津地方などと
共通する縄文土器系統のものを使っています。そこ
には、新しい文化によって、暮らしの全て変えてしまっ
たわけではなく、「縄文」に象徴されるそれ以前の
やま そう

か

伝統を受け継ぎ、古くから続く地域の結びつき、
会津の人々とのつながりを大事にした内野手ムラの
人々の姿が感じられます。
この時代もやはり八十里越を越えて人々は交流し、
血縁関係もあったことが考えられます。
内野手遺跡の山草荷式土器は、
現在、
新潟県立歴史
博物館で行われている企画展「弥生時代のにいがた
～時代がかわるとき～」で展示されています。時代が
変わっても、変わ
らない地域の
つながりをご覧
ください。

内野手遺跡出土の
山草荷式土器

9月1日号

30

待ちに待った新米の時期がやってきました。
今年は例年に比べ、稲刈りが早く行われました。夏場の日照
時間が長く、気温が高かったためです。
米作りの大事なポイントに、水の管理があります。皆さんは、
田んぼの水がどこから来るか知っていますか。市内には笠堀と大谷の
２つのダムがあり、農業用水は主に笠堀ダムから供給されます。
用水を管理する専用施設もあります。例えば、五十嵐川下流部頭
首工は昭和48年に設置され、頭首工から取水された用水が市内の
約６割の田んぼに届けられています。取水量には制限があり、
毎年４月29日～９月２日の灌漑期は、毎秒６㌧を取水しています。
田んぼの水は自然の水をそのまま使っているのではなく、農家の
方が中心になって出資し施設を整備して、供給しています。
今年の新米も、味や
食感は例年並みによく
仕 上 が っ て い ま す。
多くの方の労力と努力
に感謝して、おいしい
新米をさらにおいしく
味わいたいですね。

VOL.30

有限会社 渡辺装商

大島自治会
応援宣言内容はもちろん
ですが、数年前から神明社、
諏訪社の二社の全面改築を
契機に自治会、ＰＴＡ、
婦人会、老人会が一緒に
なり、子どもたちの集まる
鎮守様として、催しを
いろいろ行っているところ
です。

お子様が汚してしまった
お布団やカーペットの
クリーニングをお手伝い
したいと思っております。
〒955-0021
三条市下保内409-25
☎・ファクス0256
（38）
6327
ＨＰ
：なし

サンキッズカード協賛店です。インテリアクリーニング
専門店です。お店までお持込みの場合、30%割引致し
ます。集配は無料です。お気軽にお電話ください。

■宣言数（９月１日現在）個人:516件

かん がい

〒955-0094
三条市大島95
☎・ファクス0256
（34）
1081
ＨＰ
：なし

・出産祝金交付
・あいさつ運動

団体:34件

・登下校の見まもり

事業所:40件

10月の旬は
「新米」

合計:590件

健康づくり課 食育推進室

☎内線４７７

五十嵐川頭首工

第83話

第24回

お土産

旅行や観光などに行ったとき、
お土産を選ぶのも１つの
楽しみですよね！

地域経営課 地域振興係

☎内線４０３

８月末に私は車で山形県、宮城県、秋田県を経由
して青森県まで行ってきました。それぞれの県を通過
する際に感心させられたのは、ご当地名物の多様性
でした。カナダ人の感覚からすると、新潟県から
山 形県 や 青森 県ま で はと ても 近 いた め、 名 物 が
異なっていることは不思議です。
カナダの面積は日本の26倍以上ありま すが、
大きさに比例して26倍の名物や特産品があるわけ
ではありません。むしろ日本より種類は少なく、国内
旅行でお土産を買う人はわずかです。私が生まれた
サスカチュワン州の東隣のマニトバ州で何が有名か
と聞かれたら分かりません。ちなみに、車でサスカ
チュワン州からマニトバ州まで時速110㌔で走ると
６時間以上かかりますが、その間に市や町はほとんど
存在せず、その土地の名物は特にありません。
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10月1日号

西のアルバータ州では牛肉、ケベック州ではメー
プルシロップなどが有名ですが、どちらも全国の
スーパーで手に入りますし、お土産を買う必要性を
感じさせません。
また、海外旅行に行っても職場の人にお土産を
買うことはありません。お土産は大体家族と友人の
ためで、しかもほとんどは食べ物ではありません
（日本ではお菓子などをよくお土産にしますが）。
食べたらなくなってしまうのはもったいないという
考え方があり、代わりにずっと
使える物、例えばキーホルダー、
Ｔシャツ、マグネットなどにする人
が多いです。でも私はそういう物を
もらってもあまり使いませんから、
食べ物の方がいいと思います…。

「八十里越を越えた先人たち⑤
さい の かみ

～賽ノ神遺跡に祀られた石棒～」

今は大谷ダムに沈んでしまった賽ノ神遺跡（大谷）
では、双体道祖神（賽ノ神）とともに長さ78㌢もの
長大な石棒が祀られていました。地元の人によると
以前近くの畑を耕しているときに出土したものとの
ことです。出土した後、道祖神と同じように信仰の
対象となっていたようです。
石棒は、縄文時代に石で男性器を形作ったもので、
広場の中央に立てられ祭りに用いられたり、竪穴式
住居の奥の祭壇に祀られたりしていました。賽ノ神
遺跡の石棒は、県内最大級の大きさであり、その
大きさや石材から縄文時代中期の火焔土器の時代
（約５千年前）のもので、住居の中ではなく、広場
などに立てられたものと考えられます。
現代においても男性器を祀ることは行われていて、
月岡の山神社には、石碑を囲むようにいくつかの
大きな木製の男性器が置かれています。長さは約
150㌢、
「村内安全」と墨で書かれています。これは、
そう たい どう そ しん
まつ

生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

集落の大工が毎年持ち回りで製作し、奉納しているとの
ことです。以前は、山神社のある山と沢を挟んだ山に
石製の女性器が祀られていたそうです。
八十里越を越えた福島県只見町では、家を新築する
際に、大きな木製の男性器と女性器を作り、棟木に
向き合わせて取り付けます。これは
「火伏せ」
と呼ばれ、
火事にならないことを願って行われる習わしです。
材質はいろいろありますが、男性器や女性器には
大きな力があると信じられ、祈り
や願いが込められている点では
縄文時代も現代も同じです。
賽ノ神遺跡の石棒は、11月24日
まで新潟県立歴史博物館秋季
企画展「石仏の力」で展示されて
い ま す。 現 代 に よ み が え っ た
賽ノ神遺跡の「石棒の力」をぜひ
賽ノ神遺跡に祀られた
ご覧ください。
石棒
むな

ひ

ぎ

ぶ

10月1日号
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VOL.31

熊倉商店

福島新田甲自治会
子育ては、社会が成り立
ち、持続するための基本だ
と思います。それに少しで
も参加できるのであれば幸
いです。

「おはようございます。」
集団登校で児童たちの
大きな声が響きます。
大人たちも未来を担う
子どもたちに明るく声を
掛けます。

〒955-0061
三条市林町1-5-35
☎・ファクス0256
（33）
2377
ＨＰ
：なし

お買物をいただいた方にいっちゃんスタンプ3倍進呈

■宣言数（10月１日現在）個人:516件

冬に向けておいしさを増す根菜類。中でも三条でたくさん
作っているのは大根です。主に須頃、大島、石上、栗林地区で
生産されています。
大根は、土の中でまっすぐに伸びると思っていませんか。
実は、少しずつ回りながら生長していきます。土が固かったり、
ストレスがかかったりしながら生長すると、らせん状にひげ
根が生え辛味成分が多くなってしまいます。そのため、生産者
は甘くておいしい大根になるようにと、土の品質を小まめに
確認するなど、管理に力を入れています。
甘くてみずみずしい大根を、
いろいろな料理で楽しんでください。

団体:34件

事業所:40件

合計:590件

11月の旬は
「大根」
☎内線４７７

第84話

地域経営課 地域振興係

☎内線４０３

皆さんはもう車のタイヤ交換を済ませましたか。
カナダの冬はだいたい11月～４月の半年間ですが、
ほとんどの人はタイヤを交換しません。オールシー
ズンタイヤという一年中使えるタイヤが最も人気で、
溝がすり減るまで何年間もずっと同じタイヤを
使います。ちなみにカナダの冬は気温が－30℃まで
下がる日は珍しくないため、消雪パイプは設置できず、
道路に氷が張るのは日常茶飯事です。
もちろん何年も使い続けてすり減ったタイヤで
走るのは非常に危険です。例えば赤信号で停まる
際には普段よりかなり長い制動距離を意識して
ブレーキを踏まないと間に合わないことも多く、
誤って交差点に進入する車や、ブレーキが間に合わず
前方の車に衝突する車がしばしば見られます。
また、高速道路では車の後部が左右に振れて、
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11月1日号

道路から外れる場合も多いです。
さらに、カナダは広くて市と市の間がとても離れ
ているので、もし車が道路から外れて自力で戻れ
ない場合は、レッカー車を呼ぶしかありませんが、
来てくれるまで数時間もかかることがあります。
カーナビの普及率も最近までは低く、スマート
ホンもありませんでしたから、業者の人に「現場は
どこですか」と聞かれても「○○市のおよそ100㌔
西です」という様な非常に曖昧な位置しか伝える
ことができず、待機する間も－30℃の中でヒーター
をつけるとあっという間に
ガソリンがなくなってしまい
ますので、寝袋を用意する
のが当然でした。タイヤを
交換すればいいのに…

「八十里越を越えた先人たち⑥
ほ ない さん のう やま

根の上の部分
糖度が高く水分が多い。
繊維のきめが細かく加熱
してもくずれにくい。
【料理】ふろふき大根
など煮物、大根おろし

根の下の部分
辛みが強く皮が厚い。天日
干しにすると辛みが飛び、
味が増す。
【料理】汁物、浅漬けなど

第25回

冬の運転

一説を紹介します。
大根は、消化を助ける酵素をたくさん含み、
殺菌作用もあることから、食あたりになら
な い、“ あ た ら な い ” 食 べ 物 と 言 わ れ て
いました。一方、役者の人気が出ることを
“あたる” と言い、食べ物に “あたらない” と、
人気が出ないをかけて、大根役者と呼ぶ
ようになったそうです。

葉・軸・皮
独特のほろ苦さとコリ
コリの食感が楽しめる。
【料理】きんぴらなど
炒め物、汁物

健康づくり課 食育推進室

三条の冬はスノータイヤが
必需品ですよね。
カナダの冬はというと…

なぜ大根役者っていうの？

1本まるごと食べつくそう

〒959-1103
三条市福島新田戊118
☎0256
（45）
3177
ＨＰ
：なし

地域の子供達のためにあいさつ運動を実施します。

豆知識

根の真ん中部分
適度なみずみず
しさ。甘みと辛み
のバランスがよい。
【料理】炒め物、
な ま す、 サ ラ ダ
など

生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

～保内三王山古墳群と大和王権北進の道 その１～」

保内三王山古墳群(上保内）は、古墳時代前期と後期に
造られた17基の古墳からなる古墳群です。
1600年前の古墳時代前期に、蒲原平野の信濃川右岸
地域を支配した三条の豪族は、大和王権によって認め
られ、
代々上保内の丘陵の尾根筋に、
前方後方墳
（４号墳）
、
つくり だし つき
造 出付円墳（11号墳）の順に大形化しながら、形をより
大和王権との結びつきが強いものへと昇格させ古墳を
造りました。そして、最終的に古墳群中最大の全長
38㍍の前方後円墳（１号墳）を築くまでになりました。
これらの古墳が造られる半世紀ほど前の弥生時代
きょう づか やま
後期に、経塚山遺跡（如法寺）や二ツ山山頂遺跡（上保内）
などの丘陵の山頂部に、戦乱に備えて防御性の高いムラ
が北陸の能登地方と強い結び付きを持つ集団によって
造られました。その戦乱が幕を閉じ、地域の支配権を
確立した勢力の子孫たちが、この古墳に埋葬されている
豪族であったと推定されます。
同じ頃、蒲原平野の信濃川両岸の丘陵部には、いくつ
もの古墳が造られました。それらの古墳の形で、大和

王権と地方豪族との結び付きを示す象徴の一つとして
あったのが前方後円墳でしたが、この地域には３基しか
あ や め づか
発見されていません。信濃川左岸の丘陵部にある菖蒲塚
い な ば づか
古墳（新潟市＝旧巻町）、稲場塚古墳（弥彦村）と信濃川
右岸の保内三王山古墳群１号墳だけです。
周辺地域の前方後円墳の分布をみると、日本海側
では能登地方に、内陸側では会津地方にその集中が
見られます。
（次話につづく）

北陸北東部地方・会津地方の前方後円墳の分布図

11月1日号
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鮮やかな山吹色、華やかな香り、そして
滑らかな食感と、口の中に広がる甘い風味、
新潟の冬の果物代表格、洋梨「ル レクチエ」の季節です。
三条のル レクチエの多くは大島地区で作られています。
作付面積は約９㌶です。
今年は、台風の影響で病気や果皮の表面が心配されましたが、農家の方の
小まめな管理のおかげで、
糖度が高く美味しいル レクチエに仕上がりました。
今年の三条産ル レクチエの解禁日は11月25日です。山吹色が濃くなり、
豊潤な香りがただよい始めたら食べ頃です。
ル レクチエは桃のようなとろける舌触りと強い甘味が特徴です。果肉に
含まれる豊富なカリウムは、高血圧予防に効果があり、食物繊維も豊富です。
糖度が15 ～ 18度と高く、果糖やブドウ糖を多く含んでいるので、脳や身体の
働きをサポートしてくれます。
贈り物として人気のル レクチエ、ぜひご家庭でも味わってみてください。

VOL.32

有限会社 次新家具製作所

馬場自治会

地域の道路は狭く交通量が
多いので、いつも危ない
と感じています。時には
声かけをして、子どもたち
の安全を願っています。

地域の人達（大人、子ども）は
顔をあわせたらあいさつを
する。
大人は危ない事、悪い事
には注意、良い事をしてた
なら大いにほめてあげる。

〒955-0085
三条市栗林1080
☎0256
（32）
2459
ファクス：0256
（34）
4897
ＨＰ
：なし

子どもの登下校時など、車のスピードや横断などに
気をつけて走ります。

■宣言数（11月１日現在）個人:516件

豆知識

〒955-0167
三条市馬場125
☎0256
（46）
3797
ＨＰ
：なし

子どもたちの活動に馬場自治会は全面的に応援します。

団体:34件

事業所:40件

合計:590件

12月の旬は
「ル レクチエ」
健康づくり課 食育推進室

☎内線４７７

ル レクチエは男性でラ フランスは女性！？

日本で普及している洋梨、ル レクチエとラ フランス。どちらも
フランス出身で、もちろん名前もフランス語です。
ル レクチエには男性名詞の「ル」がつき、ラ フランスには女性名詞の
「ラ」がつきます。なぜでしょう？
ル レクチエは17世紀の果樹園芸家、執事としても
フランス宮廷に仕えた ル・レクチエ氏に由来しています。
一方、ラ フランスは、1864年に発見され、あまりの
おいしさに「国を代表するにふさわしい果物」と称え
られたことから国の名前がついたそうです。フランスは
女性名詞なので、ラ フランスとなり伝わりました。

第85話

第26回

カナダの冬の生活
今回は、私が昔住んでいた
カナダの冬の生活を
紹介します！

地域経営課 地域振興係

☎内線４０３

カナダの冬について一番よく聞かれるのは「気温が
－30℃まで下がっても外に出ますか？」という質問
です。答えは「もちろん！」です。－40℃でも皆さん
通常通り出掛けます。大変な猛吹雪にでもならない
限り学校や仕事などは休みになりません。それに
－30℃と言っても、カナダは日本に比べて湿度が
低いため、皆さんがイメージする－30℃ほど寒くは
ありません。外に出る際は服やジャケットを何枚も
重ね着すれば（スキーウェアは日常の服）大丈夫です。
それでも、瞬きしたらまつげが凍る程の温度です
ので、目以外はできるだけ露出を避けます。また、
車に乗る場合は10分程エンジンをかけ、車内を
暖めてから乗る人が多いです。
「外が－30℃だったら、家の中は何℃ですか」も
よ く 聞 か れ る 質 問 で す。 意 外 な 答 え か も し れ ま
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せんが、どの部屋も大体28℃です。カナダの家の
壁は日本より厚くて、中に断熱材がたくさん入って
います。そして、エアコンやストーブなども使い
ま せ ん し、 ガ ソ リ ン ス タ ン ド に 行 っ て も 家 庭 用
灯油の販売はありません。なぜかと言うと、どの
家にもセントラルヒーティングが設置されている
からです。家の地下にある大きなガスヒーターが
暖房ダクトで全ての部屋に繋がっていて、一つの
温度自動調節器で
家全体の温度が調節
できます。そのため
外がどんなに寒く
なっても、家の中は
半袖で過ごせます。

「八十里越を越えた先人たち⑦
ほ ない さん のう やま

生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

～保内三王山古墳群と大和王権北進の道 その２～」

保内三王山古墳群（上保内）１号墳は、蒲原平野の
信濃川右岸にある唯一の前方後円墳であることを前話で
紹介しました。
この１号墳は、丘陵の尾根の中腹に、前方部を平野側
に向けて築かれた典型的な柄鏡の形をした古墳です。
古墳の大きさは、全長38㍍、後円部の高さは西側で
4.5㍍ 、東側で2.6㍍です。
この古墳の特色は、平面の形が左右対称ではなく、
平野側の西半分が全体として大きく張り出した形と
なっていることです。また、古墳の形は、東側から
見ると一段ですが、西側から見ると後円部も前方部も
二段になっています。これは、
狭い地形にもかかわらず、
村々がある平野に面した西側の側面をより大きく見せる
ために、高い設計の技術で造られたのでしょう。この
や ま と
優れた造営の仕方は、すでに大 和地方の初期の巨大
あ や め づ か
前方後円墳に見られます。近隣の信濃川左岸の菖蒲塚
古墳にはこの技法は見られませんが、八十里越でつな
がる会津盆地の古墳に、この造営の仕方があり注目

されます。
また、１号墳の後円部墳頂に東西に長い木棺の痕跡が
ひがしまくら
あり、東枕で埋葬されたと想像できます。当時の蒲原
平野の古墳文化は、北陸地方と同じ様相が多くみられ
ますが、古墳の埋葬の頭の位置は、能登地方では北が
多いのに対し、１号墳やそれに先行する11号墳は東に
頭があり、会津盆地や那須地方の古墳と同じです。
（次話に続く）

１号墳

保内三王山古墳群全体図

保内三王山古墳群１号墳模式図

12月1日号

20

かん らん

「甘藍」という名前を聞いたことがありますか？

第86話

これは、キャベツの中国語名です。雪の下で育つキャベツは
「雪下かんらん」と呼ばれ、三条では石上、栗林地区の数軒の農家で

「八十里越を越えた先人たち⑧

栽培されています。甘みが強くシャキシャキしておいしいと人気です。

～保内三王山古墳群と大和王権北進の道 その３～」

ほ ない さん のう やま

前号では、保内三王山古墳群１号墳（上保内）の造り
方や埋葬方位などに、会津盆地の古墳と共通性がある
ことを紹介しました。
前方後円墳である１号墳に類似している古墳に、
う ない らい じん やま
会津盆地の西部丘陵にある全長47㍍の宇内雷神山古墳
（福島県会津坂下町）があります。また、この古墳に
で さき やま
隣接する出崎山古墳群（会津坂下町）や全長114㍍の
巨大な会津大塚山古墳（福島県会津若松市）などにも
造り方の共通性が見られます。
それは、大和王権と緊密な関係を持ち、畿内の古墳の
様式を正しく伝える高度な土木技術者の派遣を受けて
造られたものだからでしょう。
この時期、会津盆地では、東日本でも屈指の巨大な
前方後円墳が集中する地域であり、東北南部を到達点
に北方支配を推進した大和王権から最も重要視された
地域であったことをうかがわせます。大和王権は、
この地域の開発のために、強力な支援を行い、大勢の
人の移動や膨大な物資の搬入が行われたと思われます。

りょう ざ ん

特徴は、外葉が広がりにくいことです。春キャベツは外葉が外側に広がり

そこで、重視されたのが、日本海側と会津地方とを
つなぐ交通の要衝、三条の地でした。三条は、信濃川
流域から会津へのメインルートである八十里越の起点
であり、東北南部、会津盆地や北関東に通じる陸運、
水運のなくてはならない中継拠点として、大和王権北進
の戦略上の高い価値を持っていました。これを掌握した
のが保内三王山古墳群１号墳の被葬者であったのでは
ないでしょうか。そしてこの古墳は、八十里越が、
1600年前の古墳時代に、すでに政治的、軍事的に重要な
街道であった
ことを物語っ
ています。

保内三王山古墳群１号墳

宇内雷神山古墳

とう らん

雪下かんらんの品種には、
「 稜 山 ２号」「冬 藍 ２号」などがあります。
ますが、雪下かんらんには、立性と呼ばれる葉が上に伸びる品種を選ぶ
そうです。これは、あられなどで中の葉が傷つくのを防ぐためです。
今年は気温が低く、生育がやや遅れたそうです。それでも、農家の方の
懸命な管理のおかげで、新鮮な雪下かんらんがお店などに出回っています。
雪の下で甘みをたっぷり蓄えた冬の味覚を、ぜひいろいろな料理で楽しんで
ください。

“雪下かんらん”をまるごと味わおう
部位によって食感や甘みが違います。
おすすめの食べ方をご紹介！

炒め物
煮込み料理

１月の旬は
「雪下かんらん」

サラダ
汁もの

「和食」を楽しむ お祝い月間

地産地消推進店に
自慢の和食が登場

第27回

肉を食べない人

今回は、外国で増えている
ベジタリアン・ビーガンの
紹介をします！

私は肉とチーズ無しでは生きていけません。しかし、
最近アメリカやカナダでは肉やチーズなどの動物
性の食品の摂取を避ける人が増えてきています。英語
では彼らをベジタリアンまたはビーガンと呼びます。
ベジタリアンは動物の肉の摂取を避ける人で、
ビーガンは肉に加えて卵・乳製品などの動物由来の
食品の摂取も避ける人です。もちろん彼らは動物の
骨からとったダシなども食べません。2013年に発表
された調査報告によれば、アメリカの人口の約６％
とカナダの人口の約４％はベジタリアンであり、アメ
リカの人口の約７％はビーガンです。これらは宗教
上の理由に加えて、健康上や思想上などの理由が
挙げられていますが、一番多く聞かれるのは動物
愛護の観点からです。
ベジタリアンやビーガンの人達と一緒に外食する
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際は、彼らが食べられる料理があるかどうか確認して
から店に入ります。ベジタリアンやビーガン人口の
増加に伴って、最近はほとんどのお店が、何らかの
形で彼らに配慮したメニューを提供していますし、
ベジタリアン・ビーガン専門の飲食店も増えています。
海外に比べると日本はベジタリアンやビーガンに
配慮した店が少なく、肉や魚を使った料理が非常に
多いので、彼らにとってはお店選びは非常に難しい
ようです。また、メニューに「ベジタリアン○○」
という表記がされていても、ただ
「野菜たっぷり」という意味で使わ
れていて、実は肉も入っている
ことがあります。皆さんはベジタ
リアンになりたいと思いますか？
私はちょっと…。

期間中
サービスあり！

味の店 おかだ

割烹 清みず

三条市条南町17-35
☎0256（32）0487

三条市居島１-22-１
☎0256（33）0164
お昼は定食、
夜はおまかせ料理を
ご注文のお客様に

１月３日㈮～
地野菜の和風カレー丼
（小鉢・汁もの付）
800円をご注文の方に

のっぺを
サービス！

特製たまご焼きサービス！
12月19日～１月19日の「和食」を
楽しむお祝い月間中に、一部の地産
地消推進店で和食を楽しむサービス
を行います。
文化遺産になった和食の魅力を
みんなで再発見。和食を思いっきり
楽しみましょう。

今

泉

山

吾

三条市居島７-14
☎0256（33）2054

三条市曲渕２-５-16
☎0256（34）3996

里芋しんじょ
550円が

日替わり定食
750円が

50円引き！

100円引き！

お店の営業
時間や定休日は
こちらの
ガイドブックで！

◀三条市
地産地消
推進店
ガイドブック

1月1日・16日号
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ホクホクとした食感、優しい甘み、さつまいもの
季節がやってきました。
こし
くれない
下田地区はさつまいもの産地です。「越の紅」というブラントで
出荷・販売され、人気があります。
さつまいもは世界では3000以上の品種があり、日本で生産されるのは
数十種類、
三条でも10以上の品種が作られています。生産量の多い紅あずまは、
繊維が少なく、強い甘みが特徴です。人気の紅はるかは、後を引かないすっ
きりとした甘みです。
市内の直売所にも、いろいろな品種のさつまいもが並んでいます。お店の
人に、特徴やおすすめの食べ方を聞きながら、買い物するのもいいですね。
秋に収穫されたさつまいもは、集出荷場で40日以上貯蔵し、糖度が増して
から出荷されます。

さつまいもの
目利き

低温でじっくり
甘みがアップ

●皮

さつまいもは、デンプンを分解して、
糖にする酵素をたくさん含んで
います。これは、50 ～ 60℃で活発に
働くため、低温でじっくり加熱すると、
より多くの糖がつくられ、
甘みを引き出すことができます。
焼き芋は、ストーブの上などで
１時間くらいじっくり焼くと、
おいしく仕上がります。

色が鮮やかで均一

●軸＊

2月の旬は
「さつまいも」

蜜が出ている
ものは完熟

●ひげ根

多く直線状に並ぶ

●感触

ずっしりと重い

＊軸（切り口のところ）

第87話

第28回

歯の妖精

今回は、子どもの頃に経験した
乳歯にまつわるお話を
紹介します！

皆さんの乳歯が抜けたのは遠い昔のことかもしれま
せんが、その抜けた乳歯をどうしましたか？家の上や
下に放り投げたでしょうか。日本では大抵の人がそう
すると聞いたとき少し驚きました。不思議に思い調べて
みると、実はインド、中国、韓国、ベトナムなどでも
同じようにすることが分かりました。しかし、英語圏
の国ではほとんどの子どもが歯の妖精を信じています。
歯の妖精とは、サンタさんやイースターバニーのように
子どもが信じている架空のキャラクターです。抜けた
歯を枕の下に置いて寝ると、夜中に歯の妖精がこっそり
やって来て歯の代価としてお金を置いてくれるという
ものです。子どもの頃の私は、歯一本につき１ドル（約
100円）をもらっていましたが、昨年行われた調査に
よると、今の子どもたちは歯一本につき平均で3.7ドルを
もらっているようです。また、サンタさんとは違って
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歯の妖精は外見が決まっておらず、女か男か、子どもか
大人か、人間か動物かなど、いろいろな説があります。
ちなみに海外でも乳歯がぐらつき始めたときに、
自然と歯が抜けるのを待つ子どももいればさっさと抜
いてしまう子どももいますが、各家庭で行われている
いろいろな変わった抜き方をご紹介しましょう。
例えば、
ぐらついている歯にデンタルフロス（歯間を掃除する
糸）を結び、フロスの端を開けたドアの取っ手に結び
付けて、ドアをバタンと閉める勢いで歯を抜く方法や、
ドアの取っ手の代わりに車の後部
に結び付けて発車する方法、矢に
結び付けて弓矢を放つなどの方法
もあります。速くて辛くないと言わ
れていますが、本当はどうでしょ
うか？

「八十里越を越えた先人たち⑨

～五十嵐小豊次

下田郷の飯田に、南に守門岳、東に粟ヶ岳、西に
弥彦山を仰ぎ、下田盆地を見渡すことができる眺望の
きく絶景のポイントがあります。そこは、武士の居館跡
である新潟県指定史跡五十嵐館跡です。この館跡の
大きさは東西80㍍、南北95㍍で、鎌倉時代から江戸
時代初め頃まで使われていたことが調査で明らかに
なっています。
い
か らし のほ
この館跡は、かつて下田郷一帯が「五 十 嵐 保 」と
呼ばれ、ここを本拠地としてその地名を名のった越後
の武士、五十嵐氏の居館でした。
五十嵐氏の中で特に知られているのが、鎌倉幕府の
あ づ ま かがみ

八十里越を越えて鎌倉へ～」

考えられます。鎌倉へは、八十里越を越え叶津（福島県
只見町）に出て、奥会津から下野・武蔵国を経由し
相模国に至り、鎌倉に馳せ参じたと推定されます。
八十里越は、越後
国と鎌倉を結ぶルー
トとして、越後国の
御家人たちと幕府と
の主従関係の上でな
くてはならない政治
おう かん どう

的に重要な往 還 道 で
あったことでしょう。

歴史書である「吾 妻 鏡 」に登場する鎌倉時代前期の
こ ぶん じ

五十嵐小豊次（「小文治」とも書きます。）です。
建暦３（1213）年に鎌倉で起こった有力御家人和田
義盛の反乱である和田合戦の際に、幕府の警備に当た
っていた五十嵐小豊次が討死したと記されています。
「御恩と奉公」の関係で幕府と結ばれた小豊次は、
鎌倉幕府の御家人としてこの合戦に出陣したものと

新潟県指定史跡
五十嵐館跡
（空中写真、写真上：北）
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かけがえのない命をみんなで守ろう

今月はビタミン、ミネラルたっぷりの小松菜に
注目です。５月頃から雪が降る頃までは露地栽培が
主流ですが、冬期間は主に栄地区・大島地区でハウス栽培されています。
青菜が少ないこの時期に、ハウス栽培の小松菜は貴重です。
小松菜の風味を生かし、おいしく味わう調理のポイントは、高温でさっと
ゆでて絞りすぎないこと。ゆでてから切るか、切ってからゆでるかでも
味が違うので、ぜひ試してみてください。
また、
アクが少なく、
下ゆでなしで生のまま炒め物やみそ汁もおすすめです。
栄養面では鉄分やカルシウムが豊富です。また、風邪予防効果の高い
ビタミンＣも多く含みます。いろいろな料理で、毎日食卓に並べてみては
いかがでしょうか。

３月は自殺対策強化月間
健康づくり課 保健指導係

☎内線７２２

自殺を防ぐために私たちにできること

自殺の現状
●三条市の自殺率は全国を上回り、
自殺者数は年間30人前後で推移
●全国的に自殺者数が多いのは３月

自殺は追い込まれた末の死
自殺は、健康問題、経済・生活問題、
勤務問題などの悩みと、その人の性格
傾向、家族の状況、死生観などが複雑に
関係し、心理的に追い込まれた結果の
死と言われています。
心理的な悩みを引き起こす要因は
さまざまですが、問題解決のための
支援や、自殺に至る前のうつ病などの
精神疾患に対する適切な治療により、
多くの自殺は防ぐことができます。

―大切な人の命を救う４つの行動―

①気付き、声掛け
大切な人の様子が
“いつもと違う”とき、
まずは「声掛け」が大切。

②聴く（傾聴）
辛い気持ちや考えを
聴いてもらい、
共感してもらうことが、
悩む人の安心につながる。

●例えば
・身体の調子はどう？
夜は眠れている？
・辛そうだけど、何かあった？
・元気がないから心配です。

小松菜の
目利き

●ここに気をつけよう
・聞き役に徹する
・話題をそらしたり、否定しない
・安易な励ましや、一方的なアド
バイスをしない

③つなぎ
早めに専門家に相談するよう促す。
＊相談を受けた側も一人で抱え込まず、
プライバシーに配慮しながら専門家
につなげる。

④見守る
温かく寄り添いながら、
じっくりと見守る。
（参考：内閣府ゲートキーパー手帳）

葉脈の間隔が
均等でくっきり
している

●軸＊

３月の旬は
「小松菜」
健康づくり課 食育推進室

軸が丸く根元に
張りがある

●茎
☎内線４７７

太くてしっかりと
＊軸（切り口のところ）
している

毎年この時期を楽しみに
している方も多いので
しょうね。

地域経営課 地域振興係

☎内線４０３

皆さん先月の冬季オリンピックをご覧になりまし
たか。カナダでは、冬季オリンピックは夏季オリン
ピックより大変人気があります。冬が長いためウィン
タースポーツを楽しむ人が多く、ほとんどの子ども
たちは歩けるようになるとすぐアイススケートも
できるようになります。
ご存じの通り、アイススケートが盛んな国だけ
あって、どこの市にも多くのスケート場があります。
例えば、私が生まれたサスカトゥーン市の面積は
三条市の約４割の大きさしかありませんが、屋内
スケート場は９箇所、屋外スケート場は24箇所
あります。屋外スケート場のうち19箇所は小学校の
校内にあり、授業時間外であれば誰でも利用でき
ます。それに引き換えプールがある学校は１つも
ありません。さらに、カナダの冬の気温は常時０度
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以下がほとんどで、大抵の家の裏庭はとても広いです
から、積もった雪を平らにして水をまくと個人用の
スケート場も作れます。
スケート場ではアイススケートだけではなく、
カナダの冬の国技アイスホッケーをする人も多い
です。実は、４歳からアイスホッケースポーツ少年団に
入れます。女性にはリンゲッテという丸いゴム製の
リングをスティックで打って、ゴールに入れるアイス
ホッケーに似たスポーツの方も人気です。もちろん
スキーやスノーボードも
大人気で、これも小さい
頃 か ら 始 ま っ て、 毎 年
小中高校の遠足でスキー
場へ行くのはごく当たり
前のことです。

小松菜は江戸時代初期に、江戸の
小松川周辺、現在の東京都江戸川区で
栽培されたと言われています。
この伝統を守り、現在でも東京都の
生産量は１、２位を争います。
関東地方で古くから親しまれた
小松菜は、今では全国で愛さ
れる江戸っ子野菜の代表
ですね。

第88話

第29回

ウィンタースポーツ

小松菜は
江戸っ子！？

●葉

「八十里越を越えた先人たち⑩

生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

三条のものづくりルーツ大崎鋳物師 仏都会津へ行く その１」

平成14年に大崎中学校グラウンド脇で県道大面保内
線のバイパス工事が行われ、それまで民家が建っていた
土地の掘削の際に、金くそなどの鉄のかすが多量に出土
し も ちょう
し、偶然下 町 遺跡（西大崎二丁目）が発見されました。
遺跡が見つかった大崎地区には、鉄や銅などの金属を
溶かして型の中に流し込み、いろいろな金属製品を
い も じ
製造した「大崎鋳物師」と呼ぶ職人集団がいて、
蒲原郡と
古志郡で鉄鍋を製造・販売していたことが古文書から
知られていました。
発見された下町遺跡は、すぐに発掘調査が実施され
はしら あ な
ました。おびただしい数の 柱 穴 が発掘され、金くそ
い がた
などの他に、鉄鍋の鋳型の破片が出土し、この遺跡の
場所が、大崎鋳物師が生産拠点とした本貫地の一部で
あったことが分かりました。
大崎鋳物師は、鉄鍋などの日用品のほか、有力社寺
からの依頼で、宗教用具などを製造していました。三条
わに ぐち
八幡宮に伝えられている鰐口がその１つです。文明３
と う りょう え ぐ ち ゆ き や す
さ え もん た ろう
（1471）年に棟 梁 江 口 行 安 と脇棟梁の左 衛 門 太 郎 が

鋳造の中心となって作られたことが、本体に彫られて
います。
また、明応５（1496）年に同じく蒲原郡の弥彦神社に
奉納され、現在宝光院（弥彦村）に伝えられている
鰐口があります。これは三条八幡宮の鰐口とほぼ同型で
製造技法などに共通する特徴があり、大崎鋳物師の
作品と推定されます。
いずれも優品で、それぞれ三条
市、弥彦村の指定文化財に指定
されていて、大崎鋳物師の技術
力の高さを
うかがわせ
ます。
（次話
に続く）

三条市指定文化財鰐口
（三条八幡宮所蔵）

発掘された下町遺跡
（東から）
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