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第99話

第11回
食の分野で活躍する多くの方にインタビュー。三条の食の魅力をお届けします。

「八十里越を越えた先人たち ～歴史の道 八十里越 その８～」
あさ ま やま

天明３（1783）年の浅 間 山 の大噴火による降灰は、
関東や東北地方に大凶作をもたらし、未曾有の大飢饉と
なりました。そのため、東北地方の諸藩は、あまり凶作
とはならなかった越後から多くの救援米を購入しました。
奥会津地方でも天明４年正月までに２千人以上もの
餓死者が出たため、救済の手当金で越後米１千俵を買入れ、
八十里越で緊急に運び込むこととなりました。この時の
八十里越は、江戸時代初期のように整備されておらず、
にん そく
牛馬の往来ができない難路であったため、人足の背負い
で運ぶしかありませんでした。
越後国燕町で買求められた救援米１千俵は、三条町を
経由し五十嵐川舟運で下田郷の森町まで運ばれました。
ここからは陸路で、吉ヶ平村から八十里越を越えて叶津
ごう ぐら
村を経由して黒谷組の郷蔵へ搬入されました。約400俵
近くが人足賃などの経費にあてられ、600俵余りが、困窮
している村々に配分されました。
越後からの救援米が八十里越を越えたことの意義は大
きく、命をつなぐ重要な街道として奥会津の人々に再認
識されたことで、その後の八十里越大改修への働きかけ
につながっていきます（次話に続く）。

12月25日㈭開催

写真１ 福島県指定重要文化財
長谷部大作家文書
「天明四年三月 越国ヨリ御買入米受払帳」
（表紙）
（所蔵：長谷部イネ氏）

車社会のカナダ
カナダでは車が生活には
必要不可欠のようです。
その理由とは？

地域経営課 地域振興係

☎内線４０３

50人が参加

●だしだけでもこんなにおいしいとは
驚きました。家でもやってみたいです。

!

●いつもは顆粒のものを使っています。

感想を
きちんと取っただしは香りが違いますね。
聞きました！ ●だしを取った後の昆布やかつお節も、
工夫して食べられること
が分かってよかったです。

栄養豆知識 天然だしは栄養満点

を
おいしいだし
取った後は

素材から取った天然だしは、素材の持つ
栄養がそのまま溶けだしているので、ビタ
ミンやミネラルが豊富です。また、うま味
成分がたっぷり含まれているので、薄味でも
おいしい料理を作ることができます。
江戸時代の料理書に「だしこそ料理の根本
である」という言葉があるように、だしは
和食の基本であり、大事な食文化です。

カルシウムたっぷり佃煮

●材料
・だしを取った昆布とかつお節 ・素干しえび
の具や
おにぎり
・煎りごま ・しょうゆ ・みりん
ッタリ！
ご 飯にもピ
●作り方
❶昆布は細かく刻む。かつお節も大きかったら刻む。
❷①を鍋に入れて火にかけ、みりんとしょうゆを適量加えて
煮詰める。
❸水分が少なくなり、味がついたら素干しえびとごまを加えて
さっと炒めて火を止める。

編集者のつぶやき

2月1日・16日号

今年の雪は、降ったりやんだり

を繰り返していますね。雪がたく

さん降ると、気になるのは、屋根

の雪の量。見た目はそんなに積

もっていなかったのですが、そろ

そろまずいということで、やっと、

今年初めて屋根の雪下ろしをしま

した。

うちの屋根瓦は、この辺りで

「焼き瓦」と呼ばれているもの

です。この瓦が非常に滑りやすい

ので、屋根に上がるのがちょっと

怖 い 。そ の 対 策 と し て 、昔 な が ら

の知恵で、かんじきを履きました。

さらに、１人の作業は怖いので、

万が一のために、近所の友人に

手伝いを頼みました。

屋根に上ってみると、雪が重い。

降っては解けてまた固まるという

サイクルを繰り返した結果、地層

のように積み重なっています。

私の持っているスノーダンプは

軽いのが利点なんですが、こう

なった雪にはなかなか刺さらず、

作業がはかどりません。結局、

作業に慣れた友人が、手伝うどこ

ろかほとんどやってくれました。

（後でお礼します）

ともかく、早めの雪下ろしを

2月1日・16日号

●混合だし
・水１㍑ ・昆布10㌘ ・かつお節10 ～ 20㌘
昆布は水から入れ、沸騰直前に取り出し、かつお
節を加え、ひと煮立ちしたら火を止め、かつお節が
沈んだら上澄みをこす。

心掛けたいものです。
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あり、主要な大通りと高速道路以外には「駐車車線」と
いうものが存在します。その車線は場所によって無料
または有料で駐車でき、有料の場合はパーキングメー
ター式で、お金は市の収入になります。誰でもできれば
駐車料金を払いたくありませんが、払ったお金が市の
活性化に使われるなら、何となく納得してしまいますね。
もちろん駐車車線は縦列駐車で、狭い駐車スペースに
車を停めるには、
かなりの駐車技術
が必要です。

鍋にかつお節をたっぷり入れて

（Ｎ）

日本はバスや電車といった公共の交通機関が発達して
いますね。地方に行くとやや不便な所もありますが、
それでもカナダに比べるとまだ便利だと言えるでしょう。
カナダでは車がないと非常に不便です。国の大きさ
から分かるように、町々の区画が非常に大きいため、
例えば私の実家から最寄りのスーパーまで歩くと約40分
かかります。もし30分毎に来るバスに乗ったとしても、
そのバスは広い市内を回って乗客を乗せるため30分も
かかります。つまり、もしバスにぎりぎり乗り損なった
場合は歩いた方が早いわけです。しかし車の場合はどう
でしょう？たった５分でスーパーに着きます。これでは
誰だって車でスーパーに行きますよね。
これだけの車社会のカナダでは、各家庭の16歳以上
の人が各自の車を持っていることは珍しくありません。
また、車社会ならではのインフラ設備も充実しています。
カナダの道路は日本の道路に比べて2 ～ 3倍くらいの幅が

会場 裏館小学校

学校給食試食会の第二部として、和食の味の基本
“だし”の取り方講座を開催しました。ユネスコ無形
文化遺産に登録された和食の良さを体感し、家庭でも
実践していただきたいという目的です。煮干し、昆布、
混合の三種類のだしの取り方の実演の後、試飲もして
いただきました。

写真２「天明四年三月 越国ヨリ御買入米受払帳」
（部分）

第40回

☎内線２４２

FMでも 毎週水曜日 午後０時10分〜
放送中！ FM76.8MHz ピックアップさんじょう

“だし”の取り方講座

この古文書は、越後より救援米が
運び込まれた際に、月日、重量、人足
名などを記録したものです。
写真２は、大塩組越川村（福島県
金山町）分として３月25日に運ばれ
てきた米の明細で、下段にはそれを
運んだ「越後葎谷村（三条市葎谷）
又次郎」ほかの人足名が記されて
います。

健康づくり課 食育推進室
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第12回
食の分野で活躍する多くの方にインタビュー。三条の食の魅力をお届けします。

「八十里越を越えた先人たち ～歴史の道 八十里越 その９～」
てん

めい

前話では、天明の大飢饉の際に、救援米として600俵

もの米が八十里越を越えて奥会津地方にもたらされたこと
を紹介しました。

に再び奥会津地方を大飢饉がおそいました。三条で買入

れられた救援米は八十里越で送られ、飢餓に苦しむ奥会津
地方の多くの人々を救いました。
し ょ い こ

この時の移送も、背負子によるものでした。急峻で道の

手入れが悪く大変苦労したため、牛馬が往来できる道に
改修するように奥会津の人々は切望しました。

八十里越の改修に向けての取り組みは、すでに天保３年
ふる まち

に見られます。この年に目安箱が設置され、奥会津の古町
ぐみ

い ず み

だ

ぐみ

くろ たに ぐみ

おお しお ぐみ

組、和泉田組、黒谷組、大塩組から八十里越改修願が提出

されました。「八十里越は難所のため、輸送の駄賃が高く、
諸物が高いものとなっている。特に塩は新潟で買入れ、

本格的に八十里越の大改修が動き出すのは、平岡文次郎
た じま だい かん しょ

が田島代官所（福島県南会津町）に赴任するのを待たな

１月30日㈮開催

ければなりませんでした（次話に続く）。

が も う むら

運ぶため高値となり困っている。平坦で距離も短い蒲生村
おお たに むら

（只見町）と大谷村（三条市）を結ぶ新道を開削したい。」

会場：総合福祉センター

健康な食生活の基礎知識を学ぶ栄養教室で、受講生を対象に献立コンクールを実施しました。学んだ知識を生かして
バランスのよい献立をグループごとに考えます。３グループが１日の献立から１食を選択し実習しました。市内飲食店
関係者や地域活動栄養士などにも試食してもらいました。

受講生15人・３グループに

ステキに
歳をとれる
で賞

ここがイチ押し!

の ざわ

津川（阿賀町）から野沢（福島県西会津町）を経由して

☎内線２４２

FMでも 毎週水曜日 午後０時10分〜
放送中！ FM76.8MHz ピックアップさんじょう

献立コンクール

ひら おか ぶん じ ろう

写真「奥越境木根山八十里新道記」
（馬場新家文書『峠を越える人々』
２００５福島県歴史資料館）

この飢饉から50年ほど経た天保４（1833）年と７年

とのことでしたが実現しませんでした。

健康づくり課 食育推進室

この古文書は、八十里越の天保の大改修の発端から完成に至るまでの
経緯を記したものです。
発端として、天保３年に目安箱が設置され、八十里越の改修願が出さ
れたと書かれています（写真左上）。

“サケと車麩のフラ
イパンチーズ焼き”

献立のポイントを伺いました!

うす味に
慣れたで賞

ここがイチ押し!
“鶏肉ロール”

ここがイチ押し!

“鶏肉のピカタ”

つなぎにレンコンを
使いました。少し粘り
のある独特な食感が、
これまでにないおいし
さです。

麩が洋風メニュー
に 大 変 身！ 簡 単 で お
いしい、大人も子ども
も大好きな一品です。

メタボに
勝てるで賞

鶏肉を卵にくぐら
せ、粉チーズを少量ま
ぶして焼くことで、ヘ
ルシーなのに食べ応え
アップ！

お店に登場!! この中から2 ～ 3品が、まちなかの地産地消推進店Vege Tableに並ぶ予定です。

栄養豆知識 春は山菜で体スッキリ

第41回

アイドル文化

少しずつ春の訪れを感じるこの頃です。この時期、
私たちの体は越冬のために溜まった余分な熱を外に出すことで、
春の暖かな気候に順応していきます。その手伝いをしてくれる食べ物が、春野菜や山菜です。特に春の山菜はほろ
苦く、この苦味成分が余分な熱を外に出し、さらに冬眠モードだった体を覚醒させ、血流改善、毒素の排出を促し、
疲労回復に役立ってくれます。

世界的には珍しい日本のアイドル
グループ。外国人からはどのよう
に見られているのでしょうか。

地域経営課 地域振興係

山菜の王様「タラの芽」

日当たりのよい山の斜面などに自生し、
細長く伸びた幹に鋭いとげがいっぱい
生えている、タラの木（落葉低木樹）の
新芽です。ウドに似た香りと、まろやかな味覚、もちっと
した食感が人気です。
〔おすすめ料理〕てんぷら、油炒め、ごまあえ

編集者のつぶやき

３月1日号

先日、久しぶりに手紙を書く

機会がありました。パソコンで作成

しても良かったのでしょうが、

お世話になった方へ送るものだっ

たので、たまには自筆で…と思い

立った次第です。手書きのメッ

セージなんて、最近は年賀状に

一言添える程度。いざ長文を書こ

うとすると、字のバランスが悪く

なったり、間違えそうになったり

となかなか苦労しました。

一方で、学生の頃はたくさん

手紙を書いていました。友人と

毎日おしゃべりをして、それでも

話し足りず、家に帰ってから話

の続きをルーズリーフに書くの

です。楽しい話だけでなく、相談

事やケンカも手紙でしました。

もちろん携帯電話も持っていまし

たが、メールよりも手書きのメッ

セージの方が好きだったのでしょ

うね。大事な手紙は今でも大切に

保管しています。現在、友人

たちとは一年に１回会えるかどう

か と い う 感 じ ですが、また昔の

ように手紙のやり取 り が 恋 し く
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な っ た 出 来 事 でした。

さて、３月 日は三条市成人式

がありますね。友人との思い出

話に花を咲かせてはいかがでしょ

うか。

３月1日号

雪の下から真っ先に芽を出すフキの花
の蕾が“フキノトウ”
。
花が終わると葉が出てきて茎が伸び
はじめます。この茎が伸びたものを“フキ”と呼びます。ほろ
苦さと独特の香りは、
今しか味わえない早春の味覚です。
〔おすすめ料理〕てんぷら、フキノトウみそ、みそ汁

の年齢層でしょう。まるで親子のような年齢差の中高
年のファンたちが、熱狂的に美少年・美少女アイドル
グループのコンサートに参加している様子は、非常に
信じがたいものです。カナダやアメリカにも少し似た
ようなコンセプトの「ボーイバンド」という若い少年
たちのグループがありますが、もっと子どもっぽいイ
メージで小中学生の女の子たちをターゲットにしたもの
です。また大人のファンはごくわずかで、ファンであった
としても、周囲の目を気にして公表する人はほとんど
いません。

（山）

外国人が日本に来るとさまざまなことに驚きます。
例えば、コンビニや自動販売機の数の多さや、革新的な
ウォシュレット付きトイレなどは代表的な例です。また、
その一方で原始的に見える和式トイレが現存している
のも日本独特ではないでしょうか。さらに社会的な部分
においては、日本の美少年・美少女アイドル文化などが
例に挙げられます。非常に若い年齢層の少年・少女たち
によって構成された「アイドルグループ」は、日本近隣
の一部の国々に見られますが、世界的には非常に限られ
ている特殊な存在のようです。
しかしながら日本国内での彼らの人気は絶大で、社会
的にも大きな影響をもたらしているように見えます。
テレビのＣＭをはじめ、各種広告、スーパーで流れる
歌など、日本全体がアイドル文化を象徴しているように
見えます。また、このアイドル文化において外国人が
何よりも驚かされ、同時に違和感を感じるのはファン

23

春を告げる山菜「フキノトウ」

☎内線４０３
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「八十里越を越えた先人たち ～歴史の道 八十里越 その10～」
天保の大飢饉の救援米移送では、八十里越が

第13回
食の分野で活躍する多くの方にインタビュー。三条の食の魅力をお届けします。

鎌田 實さん講演会

で紹介しました。

2月15日㈰開催 総合福祉センター

市と三条まんま塾では、市民の皆さんに、食や農業への関心
を高めていただくことを目的に、
毎年講演会を開催しています。
今年度は、諏訪中央病院名誉院長の鎌田實さんに講演いた
だきました。
脳卒中死亡率の高かった長野県を長寿日本一に導いた鎌田
さんは、地域住民とともに取り組んだ「減塩」「野菜摂取量
の増加」について話しました。また、「最大の長寿の秘訣は
生きがいを持つこと。仕事でも趣味でもボランティアでも
いい。
」と語ったうえで、
「行動変容が大切、人生も健康づくり
も変えなければ何もならない。」と強く訴えました。
そして「人間は悪いことをする。でも、
人間はとても温かい。
ほんのちょっとの優しさが誰かを救い、自分のためにもなる。
」
と語りかけ、大勢の参加者は真剣に耳を傾けました。

みなみやま お くら いり りょう

奥会津地方は南山御蔵入領として、長く会津

藩の預り支配地となっていましたが、天保８
（1837）年に幕府代官による直支配に替わり

ました。そして、天保９年８月には再び凶作と

飢餓で痛手が深い奥会津地方の南山御蔵入領

↑写真１
福島県指定重要文化財 長谷部大作家
文書「会津伊南伊北郷より八十里越
開発願書」
（所蔵：長谷部 イネ氏）
八十里越の山道は荒れ果て、背負子
の往来も難渋になっている。６年前の
大凶作の際には、伊南・伊北郷では
夫食米（ふじきまい）が不足し、救援
米を買入れ八十里越にて運送した際
には、多くの駄賃がかかってしまった。
八十里越が牛馬の通れる道になれば、
越後から買い入れる米、塩、諸品が
値下がりとなる。ぜひとも村松藩とも
掛け合って欲しい。
（大意）

あったと言われています（次話に続く）。

写真２→
田島代官所が置かれた田島陣屋跡
（現福島県南会津町役場）

なり、飢饉の様相が現れたため、奥会津地方の
くろ たに ぐみ

い

な

黒 谷 組 など４組の代表は連名して「会津伊 南
い ほく ごう

た じま

伊北郷より八十里越開発願書」
（写真１）を田島
だい かん しょ

代官所（写真２）に出しました。

えち ご すい ばら だい かん

この時の田島代官は、越 後 水 原 代 官 と兼務
ひら おか ぶん じ ろう

かわ うら だい かん

する平岡文次郎でした。平岡は前任の川浦代官
つう せん

の時に、
信濃川通船を開通させた手腕を買われ、

を復興させるために、幕府が送り込んだ代官で

●心が豊かになりました。明日からの
食生活に活かしたいと思います。

!
参加者350人に

●食の大切さや、心の絆の大切さを
学びました。

感想を
聞きました！

就職活動①
履歴書編

☎内線４０３

１食に小鉢2つ かずを２品」
分
1日に必要な量 食べると、3食で
・ コ ン ビ ニ で が満たせます。

全国平均

は…
たしをプラス 「 サ ラ ダ や お ひ
」

297㌘
280㌘

男性：

お弁当やサン
ドイッチ、パス
タなど
に は、 サ ラ ダ
な
良いでしょう ど を プ ラ ス す る と
。

女性：

全国平均
より多いが
必要量に
届かず…

333㌘
308㌘

は

のお

350㌘
新潟県

かり食べるに

・家庭では…
「１食に野菜

一日に必要な
野菜の量

長野県

野菜の
摂取量
日本一!

379㌘
365㌘

男性：

男性：

女性：

女性：

・外食では…
「定
メニューを選 食や野菜たっぷり
択」
主食
、
主菜、
副菜の
野 菜 中 心 の メ そろった定食や、
ニューを積極
選びましょう
的に
。

編集者のつぶやき

4月1日号

４月と言えば、進学や就職で

地元を離れる人も多い季節ですね。

私にもそんなときがありました。

進学先は県外だったため合格

発表は見に行かず、後日現地に

行きました。学校での手続きの後、

アパート探しをしましたが、条件

の良いアパートは合格発表の日に

埋まってしまっているという事実

に、そのとき初めて気づきます。

結局、ちょっと変わった築８年の

木造モルタルアパートに決めて

しまいました。

何が変わっているかというと、

その立地。すり鉢の底のような所

にあり、どこに行くにも急な坂を

必ず上らなければいけません。

さらに、すり鉢の底という特徴

から、梅雨時は湿気がすごい。そろ

そろ畳の上のカーペットをはが

そうと、めくってみると一面の

カビ…。

いろいろ不便はあったものの、

学校にも近いし、変な地形のせいで

静かで居心地が良く、何より引っ

越すのが面倒だったので、結局

在学中このアパートにずっと住ん

でいました。

私の大学時代の思い出は、カビ

のにおいとともにあります。（汚い

疑われかねないので、受け取りを拒否されます。そして
性別や年齢のような差別の基準になりかねない内容も
同じです。また、手書きの履歴書は正式な書類として
認められないため、必ずコンピューターでタイプします。
一般に雇用主が一人の履歴書を見る平均時間は僅かに
30秒しかないと言われるため、志望者は必要な情報を、
いかに分かりやすく示す
ことができるかをテーマ
に、 コ ン ピ ュ ー タ ー の
技術と知恵を総動員して
履歴書という名の最高
傑 作 を 作 り 上 げ ま す。
やっぱりどの国でも就職
活動は大変ですね。

話ですいません）

4月1日号

健康を維持するために必要な野菜の量は、成人
で１日350㌘ですが、現在の日本人の平均は男性
297.0㌘、
女性280.2㌘と不足気味です。その中で、
長野県は男性379.4㌘、女性364.8㌘と、日本一
野菜をたくさん食べています。
新潟県も野菜の摂取量は上位に位置し、男性は
全国第３位、女性は第５位です。しかしながら、
男性333㌘、女性308㌘と一日に必要な量には
やや足りていません。

（Ｎ）
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●野菜をしっ

栄養豆知識 目指せ！野菜を１日350㌘

就職活動の
必須アイテム「履歴書」。
海外と日本の違いとは…？

いよいよ４月になり、新しい生活が始まるという方も
多いのではないでしょうか。今回は新生活にちなんで、
社会人の誰もが通る道「就職活動」について２回に渡って
取り上げたいと思います。今月は就職活動の必須アイ
テム「履歴書」についてです。カナダやアメリカでも、
もちろん履歴書を書きますが、日本のものとは大きな
違いがあります。まず、日本のように所定の履歴書の
用紙がなく、自分で書式を考えます。確かに大量の履歴
書を見る雇用主からすれば、どれも同じ書式なら必要
な内容が容易に見つかって便利かもしれませんが、北米
では履歴書は志望者の個性を示すものと考えられていて、
履歴書の書き方は実にさまざまです。
何をどのように書くかは、
もちろん志望者の自由ですが、
絶対に含まれてはいけない内容があります。例えば、
写真や性別や年齢などです。まず写真については、履歴
書を受け取る会社側が採用基準を人種で決めていると

●ほんの少しの優しさを持ちたいと
思いました。お話を
聴けてよかったです。

会場には、だしをたっぷりかけた焼おにぎりの試食をはじめ、地元
農家による直売や、新潟県栄養士会三条支部によるみそ汁の塩分
測定などもあり、開演までの時間も楽しんでいただきました。

第42回

地域経営課 地域振興係

☎内線２４２

FMでも 毎週水曜日 午後０時10分〜
放送中！ FM76.8MHz ピックアップさんじょう

しみん食育と農業のつどい

牛馬の往来ができず大変難儀をしたため、奥会津
地方の人々は峠道の改修を切望したことを前話

健康づくり課 食育推進室

30

生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

第102話

「八十里越を越えた先人たち
ひらおかぶん じ ろう

〜歴史の道 八十里越 その11〜」

た じまだい

平岡文次郎は天保 8（1837）年 5 月に田島代

こうして資金の見通

官に就任すると、南山御蔵入領の全村を回り民情

しがついたことから、

調査を行い、領民たちからは八十里越牛馬往還道

平岡代官は、天保 13

かん

みなみやま お くらいりりょう

おうかんどう

かいさく

たんがん

き

が

もく ろ

事目論見書を作成し、

改善するためには、八十里越の開鑿が最良策であ

伺書とともに幕府勘定

ることを知り、兼務していた水原代官所管内の福

方に提出しました。老

島潟開拓を請負った市島徳次郎・佐藤伊左衛門を

中水野越前守から「御

はじめ水原十三人衆と呼ばれた大地主や豪商たち

下知書」が下り、ここ

に八十里越開鑿の重要性を説いて、献金の要請を

に八十里越の天保の大

行いました。

改修が始められること

しんざんゆうこく

3月29日㈰開催

なんしょ

これに対し、深山幽谷の難所を切り開くという

かんじょう

かた

になりました。
（次話に続く）

朱鷺メッセ

市民のみなさんと一緒に取り
組む食育の活動を紹介します。

準グランプリ
写真

大竹門三家文書
「八十里越普請付願書控」
（所蔵：大竹伸二氏）

釈文

きゅうみん

蔵入領の窮民を救いたいという切なる願いに、豪

右は私共御代官所奥州会津郡叶津村より堀丹波守領分越後国蒲原郡
吉ケ平村迄の間道、字八十里越新道切開の義、平岡文次郎見込を
以、私支配所同郡水原村佐藤友右衛門幷下条村一嶋次郎吉儀、其節
右の趣承り及普請入用として友右衛門金千両、次郎吉二百両差出候

商の佐藤伊左衛門の分家で中和泉屋と称した佐藤
友右衛門が千両、市島次郎吉が二百両を献金する
ことを申し出ました。（写真）

第43回

就職活動②
雇用状況編

☎内線403

海外と日本では
雇用や採用のやり方にも
違いがあるようです。

5月17日㈰ 朝7時〜

※くわしくは10ページを
ご覧ください。

おいしい料理と
笑顔でお待ちし
てまーす！

栄養豆知識
お
い
し
そ
う

運動会や遠足など、お弁当が活躍する季節
です。おいしくてバランスも良く見た目もき
上手なお弁当は「お・い・し・そ・う」
れいな、上手なお弁当のこつを紹介します。
…大きさピッタリ
自分に合った大きさの弁当箱を選ぼう

主食

…彩りきれい
赤、黄色、緑、白、黒の５色をそろえよう

主菜

…主食：主菜：副菜=３：１：２
これでバランスもバッチリ！

…それぞれ違う調理法
煮物ばかり、揚げ物ばかりにならないように、いろいろな調理法で
…動かない
軽く揺すっても動かないくらいしっかり詰めよう

副菜

5月1日号

編集者のつぶやき

今年度から広報担当になりまし

た︒取材などを通じて三条市愛を

さらに深め︑みなさんにより良い

情報発信をしていきたいと思いま

周年

10

す ︒どうぞよろしくお願いします ︒

さて︑三条市は合併から

を迎えました︒

10

私は三条地区出身ですが︑合併

当時は高校生でした︒あれから

年︒月日が流れるのは早いもので

す︒こうして三条市の広報担当と

して原稿を書いているなんて …
︒
当時は︑合併と言われてもあま

り実感がなかったのですが︑今で

は﹁三条市のおすすめスポット

は？﹂と聞かれれば︑栄地区︑下

年とい

10

田地区の飲食店や施設名があとか

らあとから出てきます︒

う歳月で︑新三条市が自分の中に

と今回し
…

年後

20

浸透していたんだなぁ

年後︑

10

みじみ思いました︒

これからさらに

の三条市はどんな姿になっている

のでしょうか︒輝き続けるまちで

︵松︶

あるために︑その魅力を追求し続

すし、もしその仕事内容や給料に不満を感じた場合は、
部署を移動するのではなく、思い切って転職するのが一
般的です。転職は決して悪いことでも珍しいことでもな
く、最近のアメリカで行われた調査によると、平均で個
人が一つの企業・団体
で勤続する期間は約 5
年間です。このデータ
によると、60〜70歳で
引退するまでに７〜９
回くらい転職する計算
になります。あなたは、
日本式と北米式どちら
が良いですか？

まちなかで朝ごはんスタート!!

まちなかで朝ごはんのいいところは、
①旬の食材たっぷりのバランスの良い食事が食べられる
②地域の皆さんが運営してくれるため１人での参加も安心
③みんなで食べると会話も弾み交流が生まれる
「こころ」「からだ」そして「まち」
を元気にする、まちなかで朝ごはんは、
今年も地域の皆さんの協力のもと、開
催します。

けたいと思います︒

先月の「就職活動」に引き続き、今月はカナダとアメ
リカの雇用状況を取り上げたいと思います。履歴書と同
様にカナダとアメリカの雇用状況にも日本とは大きな違
いがあります。まず、日本の企業のように決まった時期
の一括採用がなく、採用は１年中行われています。そし
て、ほとんどの人は大学を卒業してから就職活動を始め、
インターネットの求人サイトや求人広告、友人・家族の
つながりを通じて見つけ出します。また、就職志望者に
採用試験を実施する企業もわずかで、その代わりに企業
側は専門的な学位やトレーニングを受けた人材に限定し
て募集します。例えば市役所職員の場合、農林課での勤
務を志望する人は、採用時に農学部の学位やそれと同等
の資格を求められます。また、仕事の専門性をとても重
視するため、一つの企業や団体の中で複数の部署を移動
することは、昇進以外ではありえません。一旦就職して
その人の仕事内容が決まると一貫してその仕事を続けま

5月1日号

☎内線242

FMでも 毎週水曜日 午後０時10分〜
放送中！ FM76.8MHz ピックアップさんじょう

ち しょ

者がいませんでした。しかし、平岡代官の南山御

17

健康づくり課 食育推進室

ご

げ

実現が難しいと思える工事計画に、一人も応じる

地域経営課 地域振興係

第14回

昨年4月から全13回、二・七の市を会場に開催した「まちなかで朝ごは
ん」が、元気にいがた健康アワードで、健康寿命アップにつながる取り組
みとして評価され、43件の応募の中から見事準グランプリに輝きました。
3月29日のフォーラムで表彰され、その取り組みについて発表しました。

み しょ

平岡代官は、飢餓の大被害に遭いやすい領内を

「まちなかで朝ごはん」

元気にいがた健康フォーラムで表彰

（1842）年 3 月 に 工

開鑿の嘆願が出されました。

クローズアップ食育

16

生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

第103話

「八十里越を越えた先人たち
ぶん じ ろう

前 話 で は、天 保13（1842）年、平 岡 文 次 郎
もく ろ

み しょ

〜歴史の道 八十里越 その12〜」
幕領叶津村地内と大白川新田地内は地元で工事費を
とも

え

もん

負担できないので、佐藤友右衛門、市島次郎吉の献金千

老中から「御下知書」が下り、八十里越の天保

二百両で賄われました。

げ

ち しょ

の大改修が始められることになったことを紹
介しました。

吉ヶ平村地内は、村松藩の手伝い普請という形で行
われ、森町組・長沢組・鹿峠組の下田三ヶ組が総懸りの

天保13年7月には、平岡代官が武蔵・下総の

６月は
食育月間

じ ろうきち

田島代官が「工事目論見書」を幕府に提出し、
ご

クローズアップ食育

負担で、費用のほとんどを拠出しました。
（次話に続く）

初めての おいしい顔 がいっぱい

健康づくり課 食育推進室

☎内線242

FMでも 毎週水曜日 午後０時10分〜
放送中！ FM76.8MHz ピックアップさんじょう

離乳食チャレンジ教室
毎月開催

第15回

総合福祉センター

生後５〜６か月を目安に開始する離乳食は、食べることの始まりです。
不安や疑問も多いこの時期に、保育者が安心して離乳を進められるよう、
２つの教室を開催し、月齢に合わせた支援を行っています。今月は５か
月児を対象にした「チャレンジ教室」を紹介します。

食の分野で活躍する多くの方にインタビュー
三条の食の魅力をお届けします。

代官として転出しましたが、八十里越切り開
き御用掛りに任ぜられ、引き続き八十里越の
改修を担うことになりました。
八十里越の普請は、天保14年8月に開始さ
れました。工事区間は、吉ヶ平から鞍掛峠まで
の2里29丁の村松藩領吉ヶ平村地内、鞍掛峠

↑【炊飯器でおかゆ】
普通のご飯と一緒に、赤ちゃんの
おかゆも炊けちゃう！

から木ノ根峠までの1里18丁の幕領会津藩預
所大白川新田（南魚沼市）地内、木ノ根峠から
叶津村までの4里の幕領田島代官所付き叶津
村（福島県只見町）地内の3区間に分かれ同時
に行われました。

★調理実習で実際に作ってみることができたので、
安心して離乳食を始められそうです。
★だしの取り方も教えてもらえました。離乳食にも
だしを上手に使っておいしく作りたいです。
★分かりやすくて楽しい教室でした。次回も参加
したいです。

八十里越（吉ヶ平〜入叶津）高低図及び開削工事区分担図

（伊藤正義「八十里越開削と会津南山御蔵入領・越後村松藩領下田三ヶ郷」
『江戸時代の流通』1989 福島県立博物館）

【おんぶしながら調理】→
おんぶは赤ちゃんもお母さんも
安心のスタイル！

第44回

カナダ人の週末
日本人とちょっと違う
週末の過ごし方。
どちらがお好み？

地域経営課 地域振興係

☎内線403

私は三条市に引っ越してから、よく週末に市外や県外に

出かけていますが、カナダではなかなかこうは行きませ

ん。カナダでは市と市の間隔が広く、日本のように便利な

電車や新幹線も少ないため、何か特別な事が無い限りは

います。サスカトゥーン市の人々は週末になると、これら
の充実した設備を有効利用して家族サービスをして、休

暇を楽しみます。また夜になると約250か所もある多様

なレストランで食事をしたり、生演奏や演劇を鑑賞できる

市外に出かけることは非常に少ないです。私が生まれた

バーなどでナイトライフを過ごしたりして、また次の1週

間もかかるため、日帰りで三条市から新潟市に行くような

過ごされていますか？

サスカトゥーン市から一番近くの大きな町まで、車で５時

問題

三条を召し上がれ！

三条市産

三条はキャベツの産地、６月から出荷が始まります。この辺り
でも栽培されているキャベツの品種にあるのはどれ？
Ａ
Ｂ
Ｃ

純愛
ときめき
初恋

正解はＣ 初恋
三条のキャベツは、主に信濃川沿いで生産され「青春２号」
「青
春」
「初恋」の順番で６月〜７月上旬まで出回ります。直売所や定
期市、スーパーでぜひお求めください。
学校や保育所の給食にも、キャベツ料理がたくさん登場します。

6月1日号

編集者のつぶやき

さいたま市の大宮に住んでいた

ことがあります︒大宮は新幹線の

停車する駅があり︑交通の便が良

いところ︒上京するとき必ず通る

ので︑新潟県民にもなじみ深いで

すよね︒

大宮駅に停車すると︑車窓から

見える駅前のデパート︒ちょっと

特徴的な外観が印象に残ります︒

私 は そ れ を 見 る た び に︑﹁東 京 に

来たな﹂と思ったものでした︒
︵埼

玉県ですけどね︶

ただ車窓から見ていただけです

が︑﹁大 宮 は 大 都 会﹂と 刷 り 込 ま

れていきました︒しかし︑住んで

みて初めて気付いたのは︑失礼を

承知で言えば︑思ったより田舎︒

駅から少し離れれば普通の地方都

6月1日号

市︑車でちょっと行けば田園風景
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︵Ｎ︶

会場（1）、動物園（1）などがあり、市民の娯楽を提供して

まで見えてくる︒下田育ちの私に

その狭い空間に美術館（15）、公共プール（7）、ゴルフ場

（7）、図書館（7）、ショッピングモール（5）、映画館（5）、

も親しみのある住みやすいまちで

を営む人が少ないため、市内に田んぼや畑も少ないです。

した︒

らいですが、面積は三条市の約４割しかありません。農業

大宮のあるさいたま市と三条市

べてみましょう。サスカトゥーン市の人口は三条市の倍く

は︑規模も東京からの距離も違い

います。例えば私の出身のサスカトゥーン市と三条市を比

ます︒でも︑都会と田舎が同居す

過ごします。このため市内の娯楽施設は比較的充実して

屋内スケート場（5）、スポーツアリーナ（1）、コンサート

大人の味？

子どもの頃は苦手だった食べ物が、大人に
なったら好きになったことはありませんか。
味覚は経験で変化します。初めは苦手だった
ものも、経験を重ねて好きになることも多いです。
味を感じる器官の味蕾（みらい）は、乳幼児期から20
歳まで増え続け、その後少しずつ減っていきます。子ど
もの頃から、さまざまな味を経験することで、豊かな味
覚が育ちます。素材の味を活かした料理を家族で囲み、
味について語り合ってみてはいかが。
ちなみに、最近話題に上る若者のビール離れ。これは
苦い味への経験が減少しているためとも言われます。

る姿は案外似ているような気も︒

気軽さとは程遠く、週末や祝日もほとんどの人が市内で

間のエネルギーを蓄えます。皆さんは週末をどのように

栄養豆知識

毎月約30組が参加
感想を聴きました！
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生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

第104話

「八十里越を越えた先人たち

〜歴史の道 八十里越 その13〜」
くらかけ

前話では、八十里越の天保の大改修で、吉ヶ平から鞍掛峠
までの2里29丁については、下田三ヶ組の総掛かりの負担
で行われたことを紹介しました。
この天保14（1843）年の普請の概況は次のとおりでした。

8月28日

6月22日

9月19日

7月26日

8月 6日
8月 7日

森町組村々の代表が大庄屋所に集められ、普請の説明
三組代表が御所平まで普請場所を見分

普請総掛かり

8月19日
8月20日
8月21日
8月23日
8月24日
8月27日

に田代平詰所から吉ヶ平へ（道幅狭く、2間幅にす

手直しに三組が登山
手直し総仕上げ

普請検分役小笠原信助が八十里越検分

外国人ボランティアと一緒に１泊２日の合
宿で里山整備、炭づくり、田んぼの草取り

森町、濁沢、永島、笠堀、長崎村分普請終了

大谷地、中野、遅場、田屋、南五百川村分普請終了

7月4日㈯〜 5日㈰

大谷、庭月村分普請終了
荒沢、名下村分普請終了

会越八十里越山道之図（部分）
（中和泉家文書 新潟県立文書館所蔵）
八十里越を詳細に描いた絵図。天保の大改修時のものといわれ、水原の
豪商、佐藤友衛門旧蔵とされています。三条などの主な町までの里程も
明記されています。

牛ノ尾村分普請終了
塩野渕村分普請終了

吉ヶ平、棚鱗村分普請終了

第45回

カナダの
「多文化祭」

☎内線403

栄養豆知識

5月24日㈰の三条まんま
塾総会において、支援団
体の皆さんから、事業内
容の発表がありました。

★親子でリンゴ収穫体験

サンファームの洋ナシで冷菓作り

親子でリンゴの収穫体験や品種や
重さ当てゲーム

10月25日㈰、11月29日㈰

10月24日㈯ 9時〜正午

ところ サンファーム三条
対 象 各回10人（主婦）
参加費 500円
申し込み サンファーム三条
☎0256−38−2556

会 場 サンファーム三条
対 象 幼児、児童生徒100人
参加費 300円
申し込み 市民活動支援センター
☎0256−34−8960
＊天候やリンゴの状態により、日程
変更することがあります。

＊その他のイベントは日程が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。

地場の旬は健康の秘訣

地場の旬の食材は、その時期の私たちの体に必要な働きを
してくれます。これからますますおいしくなる夏野菜には、
どん
な働きがあるのでしょうか。
トマト、ナス、
ピーマン、キュウリ、
カボチャなど、鮮やかで色の
濃い夏野菜は、強い紫外線から身を守るため自身の色を濃く
し、ビタミンＡやビタミンＣ、カロテンなどの抗酸化成分を蓄え
ています。抗酸化成分は、日焼けや疲労の回復に大いに役立つ
もの。水分やカリウムも豊富で、汗で失われた水分を補給した
り、火照った体をクールダウンしたりと、暑さに負けない体づく
りの強い味方です。

三条産農産物は
このシールが
目印！

三条市産

三条市産

編集者のつぶやき

7月1日号

私は大学時代︑食物科学を専攻

していました︒

ある日︑先生がこんにゃく芋を

もらってきたので︑こんにゃくを

作ることになりました︒

こんにゃく芋には強烈なえぐみ

が あ る の で︑ゆ で て︑こ ね て︑ま

たゆでてと︑手間が掛かったのを

覚えています︒

ようやく完成したこんにゃく

は︑市販のものにはないつやと透

明 感 が あ り︵か な り 美 化 し て い る

か も し れ ま せ ん︶︑不 揃 い な 形 の

手作り感が食欲をかき立て︑見た

目は百点満点︒

まず︑一緒に作った友人が一口︒

と同時にもん絶し始める友人 ︒
…
私も恐る恐る食べてみると︑舌

を太鼓のばちで力強く連打されて

いるような感覚︒その痛さは今ま

でに経験したことがなく︑口の中

からこんにゃくが無くなってもし

ばらくの間は太鼓の連打が止まり

ませんでした︒

それ以来︑市販のおいしいこん

にゃくを食べる度にひそかに幸せ

いつかリベンジしてみたいもの

を感じています︒

7月1日号

アイデンティティーを自覚し、多文化共生についての理解
を楽しみながら深めるという重要な役割を持っています。
またカナダ国民に限らず、海外から訪れる観光客の人にも
カナダがいかに多文化国家であるか身を持って体験させて
くれます。ああ、夏祭りが待ち遠しいですね！

三条市総合運動公園
トリムの森 など
対 象 市民
参加費 5000円
申し込み 特定非営利活動法人
チャコールブラックス
代表 加藤
☎050−5580−0588

︵松︶
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さまざまな国の文化が
集まるお祭りは
楽しそうですね！

ところ

です︒

今年もいよいよ夏がやってきましたね。全国各地でさま
ざまな夏祭りが開催されているようですが、カナダでも夏
はやはりお祭りのシーズンです。日本のお祭りが、お寺や
神社などで開催される神様や神話にちなんだものが多い
のに比べて、カナダのお祭りの多くは宗教に関係のない、
楽しい大きなイベントといった感じです。ということで、今
月はカナダの代表的なお祭りである「多文化祭」
について
紹介します。カナダは言わずと知れた世界有数の移民の国
ですので、世界各国の文化を楽しむお祭りがとても人気で
す。この「多文化祭」
はカナダ全土の大きな市町村で毎夏
開催されて、期間は数日間に及ぶとても大規模なもので
す。会場では実にさまざまな国の料理、飲み物、手工芸品
などが販売され、各国の伝統的な音楽や舞踊などを誰でも
手軽に楽しむことができます。まるで地球の縮図のような
「多文化祭」
は、多民族国家であるカナダを象徴するお祭り
と言っても過言ではないでしょう。そして何よりも、カナダ
国民の一人一人がこのお祭りを通して自分たちのルーツや

☎内線242

FMでも 毎週水曜日 午後０時10分〜
放送中！ FM76.8MHz ピックアップさんじょう

★洋ナシの冷菓作り教室

★森と農のつながりを体験する
国際ワーキング

早水村分普請終了

地域経営課 地域振興係

支援団体決定！

健康づくり課 食育推進室

今後の支援プロジェクトはこちら

吉ヶ平村

鍬はじめ

食と農で元気アップ支援プロジェクト

第16回

三条まんま塾は、設立5周年を記念して、
食と農の連携でみんなが元気になる事業を
募集しました。応募された16件の中から、
審査により支援する事業10件が決定。1件
につき5万円を助成し、周知活動などを支
援していきます。食と農の楽しい取り組み
にご注目！

るよう指示あり）

事の仕方を指示

8月15日
8月18日

三条まんま塾
５周年記念事業

普請役の梶山と、平岡文次郎手代の皆川が検分下見

黒鍬頭取、村方代表が登山し、番杭打ち、縄張り作業

平岡文次郎が吉ヶ平に到着

8月17日

9月13日
閏9月1日

森町組で会合を開き、各村々の人足割を決定し、工

8月13日
8月14日

9月 7日

葎谷、北五百川、栗山、鹿峠、長沢村分普請終了

クローズアップ食育
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生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

第105話

「八十里越を越えた先人たち

〜歴史の道 八十里越 その14〜」

前話では、天保14（1843）年に行われた八十里越大改修の

人で10日間以上もかかりました。

越後側の工事は、8月7日に1番杭を鞍掛峠に打ち込み、工

行われ、村松藩領での工事は終わりました。検分を待つばか

くら かけとうげ

吉ヶ平から鞍掛峠までの概況を紹介しました。

区に連番を付けて取り掛かりました。
また、道筋に大工が小屋
から ぼり

を建てました。村松藩郡奉行などが詰めた空堀小屋では、幕が
たか はり

張られ、髙張提灯が掲げられました。

普請では、鞍掛峠は掘り下げられ、その先に新しい道を開い

て従来からの道に結び付けられました。牛馬が往来できるよう

に、2間 幅 に 広 げ た た

9月19日には、道幅を2間3尺とする手直しの総仕上げが

クローズアップ食育
学校食育 ６年生 親子食育教室
推進事業 6月19日 大面小学校 児童26名と保護者が参加

第17回
健康づくり課 食育推進室

FMでも 毎週水曜日 午後０時10分〜
放送中！ FM76.8MHz ピックアップさんじょう

来ました。翌日雨の中、馬1頭に5斗4升の塩を背負わせ、叶

小学６年生を対象に、親子で食や運動の実習を通じて、健康的な生活
を考える教室を実施しています。大面小学校では、PTAの皆さんと一緒
に、おやつの取り方について学びました。

道路幅に大改修されて、初めて馬が往来した記念すべき出

感想を聴きました！

かのう づ

りとなった9月22日、叶津村から馬10頭が吉ヶ平村にやって
津村へと帰りました。八十里越が牛馬のすれ違いができる
来事でした。

☎内線242

★おやつはいつも気にしないで食べていたけど、これからは
量や内容をしっかり考えて食べたいです。
（6年生）

（次話に続く）

め、従来の道を造り直

★あんなに簡単に食べたおやつを消費するのに、こんなに疲
れる運動をしなくてはいけないことが分かりました。
（6年生）

です。

★おやつにはついスナック菓子などを用意しがちですが、なる
べく果物などにしていきたいと思いました。
（保護者）

した所も多かったよう
空堀からブナ沢に至

普段食べるお菓子を使って適量の100kcalは
どのくらいかをグループで考えます。

る間は、大石や岩が立
ちはだかる難所で、大

岩を2つに切り割った

箇 所 も あった ようで

栄養士から100kcalの量や、
上手なおやつの取り方を学び、
日頃の食生活を振り返ります。

てつ のみ

す。鉄鑿小屋が掛けら
れ、大きな石割りには2

切り割られた大岩（御所平）

１番杭が打ち込まれた鞍掛峠

ピッタリ100kcalの
量を当てるグループも
ありました！

第46回

住めば都

とうとう迎えた最終回。
4年間ご愛読
ありがとうございました。
地域経営課 地域振興係

☎内線403

夏休み中の
子どもたち必見！

②片手にのるくらいの量に
袋ごと食べるのではなく、決められた量を皿に移して
食べましょう。ジュースはコップ１杯まで。
③内容を考えて
不足しがちなビタミン、
ミ
ネラルを補う果物、野菜、乳
製品、小魚、小さめのおにぎ
りなどがおすすめです。
今が旬のとうもろこしや

子どもにとっておやつは、楽しいだ
けではありません。成長期には、たくさ
んの栄養が必要で、
３食しっかり食べ
ても取りきれないことがあります。そ
れを補うのが、おやつの役割。時間、
量、内容に気をつけて楽しみましょう。
①食事の妨げにならない時間に
食事をおいしく、
しっかり食べるためにも、食事の２時
間前はおやつを食べるのを控えましょう。

枝豆、
トマト、
じゃがバター
はいかが？

8月1日号

編集者のつぶやき

この号が出る頃には夏真っ盛り

を迎えていると思いますが︑夏と

いったら︑なす漬けですね︵断言︶︒

小 な す を 浅 漬 け に し た も の は︑

まさに新潟の夏の味︒見た目も涼

し げ で︑さ わ や か な 味 わ い︒こ れ

さえあればおかずは何もいらない

という人までいます︒

ご存じの人も多いと思います

が︑な す 漬 け と い っ て も︑県 外 に

行 く と﹁浅 漬 け﹂が あ ま り な い そ

う︒な す 漬 け と い う と︑し っ か り

と漬けたものを思い浮かべる人が

多いようです︒仙台の長なす漬け

なんか有名ですね︒

あまりにも普通に浅漬けが食卓

に並んでいたので︑ちょっと不思

議 な 気 持 ち に な り ま す︒で も︑県

外の友人に食べさせてみると︑結

構珍しがってくれたりして︒

料理に限らず︑身近な名物はま

8月1日号

上手なおやつの取り方

だ眠っているかもしれませんね︒
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こうして私が日本語で書いた記事を読んでいただけた事
が、私にとっての大きな自信に繋がりました。私の拙い日
本語にお付き合
いいただき本当
に感謝していま
す。カナ ダ に 帰
っても三条市の
ことは絶対に忘
れま せ ん。また
いつか三条市に
戻って来たいと
思って い ま す。
４年間本当にあ
りがとうござ い
ました。

栄養豆知識

︵Ｎ︶

早いもので、
「ピーターと世界の鍵」
も最終回となりまし
た。今までこの広報さんじょうを通してお付き合いいただ
きました皆さまに、この場を借りてお別れのあいさつとお
礼を申し上げたいと思います。三条市での採用が決まった
と知らされたときは、三条市がいったいどこにあるのか、ど
んなまちなのか、全く見当もつきませんでした。当時は新
潟県が日本のどの辺にあるのかも知らない状態で、期待よ
りも不安の方が大きかったのを覚えています。いよいよ三
条市に赴任した日には、上越新幹線の窓から見えた見渡す
限りの田んぼの風景が、私の故郷の麦畑とかぶって見えて、
何とも言えない不思議な親近感を覚えたものでした。そし
て三条市に着いてみると、私の不安とは裏腹に親切な三条
市民はすぐに私をコミュニティーに受け入れてくれて、不安
は吹っ飛んでいきました。三条市に来て４年の歳月が過ぎ
た今では、もう何十年も前からここに暮しているような気さ
えして、私の第二の故郷となっています。この4年間、三条
市の皆さまには大変お世話になりました。そして、何よりも

続いて100kcalを消費する運動を体験し、おやつの量
と比較して、親子で今後の食生活について考えました。

22

第106話

「八十里越を越えた先人たち

生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

〜歴史の道 八十里越 その15〜」

つぎたて

江戸時代の街道には宿場があり、休泊と荷物継立の業務を

併せて行っていました。

八十里越には宿場がなかったので、天保の大改修後の物資

そして、吉ヶ平村には、10坪の荷揚蔵と、馬20匹、馬屋

クローズアップ食育
お店のプロ
が教える

17軒が設置され、荷物継立業務の体制が整えられました。

健康づくり課 食育推進室

お買い物講座

☎内線242

FMでも 毎週水曜日 午後０時10分〜
放送中！ FM76.8MHz ピックアップさんじょう

７月15日㈬ 長沢小学校 5年生21人が参加

地域のスーパー ウオロクさんは、市内の小中学校で取り組む「子どもが作る弁
当の日」
を応援しています。市内では初めて、長沢小学校で出前講座をしました。

（次話に続く）

輸送を円滑に行うために、荷物継立所の設置が必要とな

第18回

【スルメイカの鮮度は？】
新鮮なものは色が茶色く、鮮度が落
ちたものは白っぽくなります。
感触も確かめました。

りました。８里の間のどこに設置するか検討され、ほぼ中

間に位置する田代平とすることで話し合いが行われまし

た。大白川新田側が、継立業務が大きな負担となること
から反対し、会津側の木ノ根小屋を荷物継立所とすること

となりました。

また、八十里越で奥会津地方に運ばれる物資で特に重
みなと

こんなに違うのに、
同じ値段なんて…
よく選んで買わなきゃ。

【上手にお買い物をしよう】
ウオロク興野店 小野塚店長から、食
材のお買い得な時期や鮮度の見極
め方などを教えてもらいます。

要であったのが塩でした。新潟湊に入った塩は、三条町ま

で信濃川舟運で遡上し、そこで小型船に積み替えられて、
五十嵐川をさかのぼり、終点の舟着場として荒沢村の河

岸が充てられ、ここにも荷物継立所が置かれました。荒沢

弾力が全然違う。
白い方はふにゃふにゃ
してる！

村の船荷揚場には、約１３坪の大きさの荷揚蔵のほか、問

お買い物講座
【大根はどこが辛い？】
の買い物
大根の頭としっぽはどちらが辛いのか、大根おろしの 「弁 当 の 日」
に役立つ知識を楽しく
食べ比べで確かめます。予測は半々でしたが…

屋場と旅人の宿場を兼ねた建物が設置されました。

荒沢村と八十里越入口の吉ヶ平村の間は４里ほどあり、

この間にも荷物継立所が必要であったので、早水村の枝
村であった境村にも、10坪の荷揚蔵が設けられました。

荷物継立所が置かれた木ノ根小屋付近

さんじょう遺跡物語展示会

歴史の道八十里越
リレー講演会

三条ものづくり×さんじょう遺跡物語
遺跡出土品からみた三条ものづくりの歴史を展示します。
と

き

９月18日㈮〜 10月４日㈰
午前９時〜午後５時
ところ 諸橋轍次記念館
主な展示遺跡
本都寺裏遺跡（飯田 旧石器時代）、吉野屋遺跡（吉野
屋 縄文時代）、大林遺跡（棚鱗 鎌倉時代）、藤ノ木
遺跡（井栗 室町時代）

天保の大飢饉に苦しむ奥会津の人々を救
ったのは、八十里越を介した越後からの救
援米でした。それが契機となって行われた
八十里越の開削のドラマを詳しくお話しま
す。参加費無料です。
と き
ところ
演 題

10月10日㈯ 午後２時〜４時
諸橋轍次記念館
天保の大飢饉と八十里越の開削

編集者のつぶやき

9月1日号

こう ば

今 年 も﹁燕 三 条 工 場 の 祭 典﹂を

開催します︒

工場といえば︑私の亡き祖父は

鍛冶職人でした︒病に倒れるまで︑

自宅に隣接する小さな工場で金物

を造っていました︒

当時︑私はまだ幼かったのです

が︑工 場 か ら 響 く 鉄 を 打 つ 音 や︑

工場中に広がるにかわの匂い︑祖

父の真っ黒な指を今でも鮮明に覚

えています︒

し か し︑身 内 で あ り な が ら︑何

を造っていたのかを知らなかった

た め︵勝 手 に 刃 物 系 だ と 思 っ て い

ま し た︶︑今 回 祖 母 に 尋 ね た と こ

ろ︑
﹁マ グ ロ 漁 で 使 用 す る や っ と

こ だ よ﹂と 全 く 予 想 も し な か っ た

回答が︒１回の漁で何百個も使用

されるため︑出荷数は毎回相当な

も の︒造 る の は 祖 父 一 人︒営 業︑

配達は祖母一人︒県内外に出荷さ

れていたんだとか︒あの小さな工

場とマグロ漁は結び付かなかった

なぁ︒おじいちゃんが造っている

9月1日号

︒
…
今年は広報担当として工場の祭
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食べきれなくて捨てたり、買いすぎて使いきれな
かったことはありませんか。工夫して、食べものを
無駄にしないようにしよう。
①在庫管理で無駄なく
冷蔵庫の奥にしまい込んだまま、忘れている食材
はありませんか。冷蔵庫の在庫をチェックしてか
ら、買い物に出かける習慣をつけるといいですね。
ところ︑もう一度見たいなぁ

生涯学習課 文化財係（埋蔵文化財調査室） ☎0256-46-5205

教授

ウオロク

②消費期限と賞味期限の違いを理解しよう
消費期限…安全に食べられる期限
期限が過ぎたら食べるべきでは
ありません。
賞味期限…おいしく食べることができる期限
期限が過ぎても安全が確認できれば食べられます。
③五感を活用しよう
期限の表示がない食材や、賞味期限を過ぎた食材は、自分で安
全を確かめることが必要。見る、嗅ぐ、味わうなど、五感を使っ
て、食べられるものを簡単に捨ててしまわないようにしましょう。

食べものを大切にしよう

典にお邪魔します︒工場のドアが

鶴見大学文化財学科
伊藤 正義
定 員 先着150人
申込開始日 ９月11日㈮

栄養豆知識

開かれる特別な４日間︒皆さんも

師

学べる出前講座。お気
軽にご連絡ください。

同じ大根なのに
こんなに違う
なんてびっくり！

他にも、果物の糖度の意味や、卵の殻の色の違いな
本社営業企画部 渡辺
ど、買い物や食材に関することをたくさん学びました。
☎025-246-6123
長沢小学校は１月に「弁当の日」
を予定しています。

足を運んでみてはいかがでしょうか︒

講
藤ノ木遺跡 鉄鍋
（撮影：小川忠博）

しっぽの方が
ずっと辛い！
涙が出そう！
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生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

第107話

「八十里越を越えた先人たち

〜歴史の道 八十里越 その16〜」

天保の大改修が完了し牛馬の往来が可能となった翌年の天

なる」
と改修の必要性を訴えた理由の一つとしていました。

て越後へ来た馬の数などが書かれた「駒雑駄往来日記」
（写

を開催することとしました。６月に八十里越を越えた馬が多

天保１５年には、田島の馬市会所は４月と６月の２回、馬市

保１５
（１８４４）年に、会津側の叶津番所を通り八十里越を越え

クローズアップ食育
４人の
キッズが
活躍！

手作りおやつの試食会

８月21日㈮ すまいるランド 親子７組が参加

大きな経済効果をもたらしました。

これによると、５月２５日

から９月１５日までの間で八

（次話に続く）

十里越を越えた馬は２８９
匹にもなり、６月１８日には

８７匹もの馬が越えていま

お菓子作りが好き
なので参加しました。

す。馬 の 産 地 は 岩 手や 福

島産が多いものの地元産

もあったと思われます。

天 保７
（１８３６）年に、南

八十里越の改修を願い出

た 際 に、
「田 島（福 島 県 南

天保15年叶津番所を通り
多くの馬の仲買人である
越後に来た馬匹数
ばく ろう
馬喰が来て繁盛することに （『只見町史』第１巻2004只見町）

表

地域経営課 地域振興係
☎内線403

子どもが好き
なので参加
しました。

はじめまして
新しい国際交流員
へワン・パークと
申します。

FMでも 毎週水曜日 午後０時10分〜
放送中！ FM76.8MHz ピックアップさんじょう

【手作りおやつに挑戦】
１〜２歳の子どもでもおいしく食べられるおやつ。砂糖
控えめのプリンと、残りご飯で簡単にできるせんべいの２
種類を作りました。

ークと申します。カナダの真ん中にあるマニトバ州ウィニ

で、京都の方言と漬物が大好きです。三条市も京都と同じ

ペ グ 市 か ら 参 りまし た。マ ニト バ 州 は「The Prairies

く好 きになると思 い

Provinces」
（直訳：温帯草原地帯の州）
と呼ばれている3

ま す。皆 さ ん に 三 条

つの州の中の1つです。私の出身のウィニペグ市はマニト

市 の い いところをた

バ州の南部にあります。

くさん 教えていただ

プレーリーズ

プロヴィンシズ

目に見えない砂糖に注意

2本～3.5本

6.5本

砂糖のとり過ぎは、肥満や生活習慣病の原因
になります。特に子どもは、虫歯も気になります。
皆さん、
とり過ぎには気をつけましょう。

んにお 会 い すること
が できて 大 変 嬉しく

て日本に来ました。次は日本に１２年間いるかもしれません

思っております。街で

ね（笑）。

私を見かけたら是非

回目は小学校の4年生の時、３日間観光で九州に行ったこ

これからどうぞよろし

とがあります。そして、２回目は大学時代、京都の同志社大

くお願いします！

え り こ

板チョコ１／２

４本
あめ２個

８本
クッキー２枚

３本

３本

イオン飲料 500ｍ

炭酸飲料 500ｍ

５本

19

かさね

福井 風音 さん

20本
アイスクリーム１個

ゼリー１カップ

8

19

本間 愛凛子 さん

６本

11本
手作りおやつなら
砂糖の量を調整
できますね！

8

声を掛けてください。

３ｇ

６本
メロンパン

↑
↑
お菓子やジュースには、砂糖がどのくらい含ま
おやつだけでなく、
れているか知っていますか。料理で使う砂糖は 食事も含めての量です。
確認できますが、市販のものは目に見えません。 これ以上はとり過ぎ！

=

プリン１個

５本

今号は︑広報広聴
係に職場体験に来
た︑本成寺中学校
年生の 人からの
つぶやきです︒写真
は︑練習のためお互
いに撮影したもの
です︒

国ですが、１２歳でカナダに移住して、ずっとカナダに住ん
でいました。韓国で１２年、そしてカナダで１２年間を過ごし

でも、日本に来るのは今回が初めてではありません。１

大人

ジュース 200ml

月 日㈬の職場体験は楽しい
ことがいっぱいでした︒前日に市長
さんにインタビューすると聞き︑緊
張 と 不 安 で い っ ぱ い で し た︒で も︑
國定市長さんが優しくリードして
くれたので︑無事に終了することが
できました︒インタビューも最初は
緊張していましたが︑終わった後に
は達成感がありました︒何事にもチ
ャレンジしてあきらめないで頑張
っていきたいと思いました︒

三条市に来て皆さ

1日分の砂糖の量
1.6歳～3歳

きたいと思います。

思った方もいらっしゃると思います。実は、私の生まれは韓

お菓子の中の砂糖

スティックシュガー１本

栄養豆知識

月 日㈬に市役所で職場体験
をしました︒
初めての一眼レフカメラでの写
真撮影はとても楽しかったです︒ヘ
ワンさんをモデルに撮らせていた
だき︑とてもいい体験をすることが
できました︒
今回︑職場体験で皆さんの仕事に
かける想いを知ることができまし
た︒この経験をこれからの生活に生
かしていきたいです︒

皆さんの中に私の名前を見て「えっ、英語っぽくない」
と

【作り方などを説明しながら提供】
できたおやつをすまいるランドに運び、いよいよ試食会。一人ひ
とりに声を掛けながら配ります。
楽しみに待っていた子どもたちは、おいしそうに残さず食べ、保
護者からも「手作りで優しい味なので安心して食べさせられます。」
と大変好評でした。

2

2

10月1日号

編集者のつぶやき

学に１カ月間留学しました。京都は昔から一番好きな場所

ザ

とっても簡単に作れ
ました。食べてみて
ください。

第1回

こんにちは！私は三条市の新しい国際交流員へワン・パ

10月1日号

お菓子を作るのは
初めてだけど、
頑張ります！

叶津番所の日記の一つで、番所を通り八十里越
で越後に向かった月日、馬の数、行き先、馬主、
馬喰の名前が書かれています。駄馬は、留物で
あったので通行には手形が必要でしたが、
「切手
なし」
や「切手不足」
とあるものも見られます。

へワンの世界へ
ようこそ！
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☎内線242

駒雑駄往来日記（右：表紙・左：部分）
（所蔵 長谷部イネ氏）

山御蔵入領の名主１２人が

会津町）の馬市に越後から

健康づくり課 食育推進室

子どもたちがさまざまな職業を体験するキッザニア マイス
ター フェスティバル in 三条で、公務員（栄養士）
として、４人
の小・中学生がおやつ作りを体験し、すまいるランドに遊びに
来ていた親子に試食してもらいました。

かったのは、馬市開催によるもので、八十里越の大改修は、

真）があります。

第19回

22

生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

第108話

「八十里越を越えた先人たち

〜歴史の道 八十里越 その17〜」
弥彦神社を参詣しました。その後4月5日に三条町に着き、

江戸時代後期、庶民の間でも社寺参詣などの旅が盛んにな

旅籠「会津屋」
で一晩を過ごしました（写真2）。翌6日には、

りました。奥会津の人々も伊勢参りなどに出掛け、その旅日記
が残されています。

くろ たに

いし ぶし

クローズアップ食育
コシヒカリ
収穫体験
in 三条

東京の子どもたちが棚田で稲刈り体験
9月19日〜20日 北五百川棚田 他

た へい じ

の長旅でした。
（次話に続く）

た ご くら

田子倉などの村々からの23人で、文久4（1864）年1月13日

FMでも 毎週水曜日 午後０時10分〜
放送中！ FM76.8MHz ピックアップさんじょう

しも つけ

に伊勢参りに出発し、下野街道を通り、まずは日光東

みずみずしくて
おいしかった!!

なか せん どう

照宮を参詣しました。その後、江戸へは寄らず、中山道
え な

した

に出て大井宿（岐阜県恵那市）
まで進み、下街道を通り、

参加した児童の感想

さん ぐう

参宮街道に入り南下し、2月12日に伊勢に到着しまし
げ くう

おん

た。伊勢では、奥会津地方に檀家を持つ外宮所属の御
し みっ か いち だ ゆう じ ろう

井戸場での梨狩り

ない くう

師三日市太夫次郎家に宿泊し、外宮、内宮などを参詣

し、無事にお伊勢参りを終えました。その後は、そのま
ま帰路にはつかず、奈良、高野山、大坂、四国の金比

羅様、姫路、京などを廻って物見遊山の旅を楽しみま

した。3月20日に京を離れ、中山道を塩尻宿（長野県
塩尻市）
まで戻り、松本を抜けて善光寺（長野市）
に参

写真２ 目黒宇太次家文書
「伊勢道中記」
（部分）
（所蔵：只見町教育委員会）

４月５日に三条に着き、
「会津屋」
に宿泊
詣しました。3月30日には越後国に入り、北国街道を北 したことから７日の「山越」までのことが
上し、高田（上越市）、柏崎、寺泊を経て、弥彦に着き、 書かれています。

へワンの世界へ
ようこそ！
地域経営課 地域振興係
☎内線403

第2回

ハロウィン

〜Trick or Treat〜

毎年１０月３１日に行われるハロウィン。外国、特にアメリ

も、子どもたちの楽しい時間を守るため、チャーチル町の

カとカナダで大人気です。この時期は、コスチュームを着

人々がボランティアとして安全を確保することにしていま

て隣近所からお菓子をもらっている姿が、日本でもよくニ

す。王立カナダ騎馬警察、消防隊、救急隊などが町の周辺

ュースで紹介されています。しかし、一般的なハロウィンと

を警備し、町からクマを追い払います。警備をしてもクマ
が町の中に出没することもあるので、銃を持って子どもた

す。それは、カナダマニトバ州のチャーチルという町に住

ちと一緒に歩くこともあります。

の西海岸に位置し、秋にハドソン湾に狩りのために移動す

もたちばかりでなくい

る多くのホッキョクグマが周辺に見られて「ホッキョクグマ

ろいろな 人 々と関 わ

の首都」
と呼ばれています。ホッキョクグマは実際には危険

れる、そんなハロウィ

な動物で、普段は、人を攻撃することはあまりないですが、

ンです。皆さんはどの

飢えた状態では行動が予測できません。そんなホッキョク

ようなハロウィンを過

グマの活動時期がハロウィンと重なっているので、子ども

ごしましたか。

たちがお菓子をもらいに外に出るのが懸念されました。で

11月1日号

皆木 泉美 さん

みそは、体の調子を整える機能性食品のひとつで、
コレステロール抑制や整腸作用、美容、脳の活性化な
どの効果が期待できます。
素材からとっただし汁に、季節の
野菜をたっぷり入れてひと煮立ち。
みそを溶いたら火を止めて。
新米の炊きたてごはんと温かい
みそ汁を基本に、おいしい朝ごはん
を食べて元気に過ごしましょう。

10
14

土田 哲生 さん

今 号は︑広 報 広 聴 係に職 場 体 験
に来 た︑下 田 中 学 校２年 生の２人
からのつぶやきです︒写 真は︑練 習
のためお互いに撮影したものです︒

町の特別なハロウィンを体験に訪れる人も多いです。子ど

2日にわたって、新米ごはんや地場農産物たっぷりの料
理を味わって、健康と食についても少し勉強していました。
東京都では現在8つの小学校が、三条産の米を給食に
使用しています。
今後も交流活動を通じて、三条の食の魅力を発信して
いきます。

月 日 ㈬に 市 役 所で 職 場 体
験 をしました︒初 めて取 材 をしま
したが︑とても 楽しかったです︒そ
の理 由は︑皆 さんの笑 顔 を 見るこ
とができたからです︒皆さんが一生
懸 命に仕 事 を 頑 張っているところ
を 自 分の目で 見て︑体で 知 ること
ができました︒自 分 が 仕 事に就い
たとき︑
一生 懸 命になれるように頑
張っていきたいと思いました︒

も見られないこのような風景が有名になって、チャーチル

「みそ汁１杯 ３里の力」
ということわざを知っています
か。朝食で１杯のみそ汁を飲むと、
３里
（約12㌔）
歩く力が
湧くという意味です。
みそ汁が庶民の間に広まったのは室町時代。まだ貧し
かった日本人が質素な食事でありながら健康に過ごせた
のは、
ごはんとみそ汁のおかげとも言われています。

市 役 所での職 場 体 験では︑
一眼レ
フカメラを 使って 地 域 おこし 協 力
隊の人 たちを 撮 影 しました︒初め
て一眼レフカメラを使ったので︑最初
はうまく撮れなかったけど︑だんだ
ん慣れてきて︑うまくできてよかっ
たで す︒仕 事 を 体 験 して︑楽 しい
ことばかりじゃなく︑大変なことも
いっぱいあるということが分かりま
した︒この経験をこれからの生活に
生かしていきたいです︒

マニトバ州の北部にあるチャーチル町は、人口が９００人
の小さい町です。冬は非常に寒くて長いです。ハドソン湾

新米ごはんとみそ汁で朝ごはん

２ 人 が 取 材で撮 影 した 写 真は︑
３ページに掲載しています︒

救急車、消防車、警察官と一緒に楽しめる時間、どこに

栄養豆知識

東京ではできない体験が
たくさんできました。来年も
また来たいです!!

★梨にはいろんな形があることを知
りました。

11月1日号

編集者のつぶやき

は少し違った特別なハロウィンを過ごす子どもたちもいま
んでいる子どもたちです。

道の駅漢学の里 しただでの笹団子づくり

写真１ 目黒宇太次家文書
「伊勢道中記」
（表紙）
（所蔵：只見町教育委員会）

★私たちの食べているものがどのよ
うに作られているか知ることがで
きました。
★田んぼがぬかるんでいて大変だっ
たけど、やりがいがありました。

棚田で稲刈り はざ掛け

ほっ こく

21

☎内線242

給食に三条産の米を使っている東京都第二峡田小学校は、
毎年交流事業として1泊2日で三条を訪れ、棚田での稲刈りを
はじめ、梨の収穫や笹団子づくりなどを体験しています。今年
は4、5年生31人が参加し、実りの秋を満喫しました。

お米を作るのは
大変だな。

奥会津に帰村しました。約80日間

記した旅日記「伊勢道中記」
（写真1）
です。多平治は、只見、

健康づくり課 食育推進室

はけ た

遅場で一泊し、7日には最後の難所八十里越を「山越」
して、

その一つが、黒谷組石伏村（福島県只見町）目黒多平治が

第20回

20

生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

第109話

「八十里越を越えた先人たち

〜歴史の道 八十里越 その18〜」

クローズアップ食育
高校生の食育〜自分でできる健康管理〜
県央工業高校、三条商業高校、三条東高校

江戸時代終わり頃、嘉永元（１８４８）年から安政２
（１８５５）年
かのう づ くち どめ ばん しょ

までに、越後側から八十里越を越えて叶津口留番所を通った

第21回
健康づくり課 食育推進室

FMでも 毎週水曜日 午後０時10分〜
放送中！ FM76.8MHz ピックアップさんじょう

これから大人になり、食生活も自立に向かう高校生が「食
を選ぶ力」
を身に付け、自分で健康を管理できるようになる
ために、食生活をテーマとした授業をしています。
平成20年度に県央工業高校で開始し、今年度は栄養士
会と連携して市内３つの高校で実施しています。

おう らい にっ

女性のみ、人数、年齢、出立地、行き先を書き留めた「往来日
き

記」
（写真１）
という古文書が残されています。

これに記録された女性は、８年間で３５３組、９７１人を数え、

行き先は約７割が社寺参詣で、そのうち９割以上が日光参詣

でした。中越地方から日光へ旅するには、八十里越がもっとも
道程が短いことから、多くの参詣者が往来しました。

生徒の感想

下田地区からは、中野原、森町、楢山、大浦、五百川、笹岡

★朝ごはんを抜くと逆に太りやすいことが分かりました。きち
んと食べて代謝の良い体にしたいです。

などから１２組２９人の女性が八十里越を越えて旅に出掛けて

います。年齢は７歳から６５歳までで、１人（男性が一緒のこと
が多い）
や２人連れ、４〜６人などさまざまな人数の旅であった

写真２
「往来日記」
（部分）

ようです。

ここでも、行き先はほとんどが日光参詣（写真２）
でした。ま
えん ぞう じ

こ くう ぞう ぼ さつ

へワンの世界へ
ようこそ！

森町に住む６５歳の
女性が１人で柳津参
詣のため、八十里越
を越えて、嘉永元年
８月１３日に叶津口留
番所を通ったときの
記録

第3回

ウィニペグ市の冬①

地域経営課 地域振興係
☎内線403

主食、主菜、副菜がそろった「お膳の
かたち」
を学びます。
それぞれの栄養についても確認。

栄養豆知識

体組成計で自分の体をチェック！
体脂肪率は？
体年齢は？

基本的な食事についてのほか、スポーツ栄養学や郷土
料理づくりなど、内容は学校のニーズに合わせています。
高校生はまだまだ成長期で体をつくる大切な時期。１日
３食食べて健康な体づくりができるよう、家族や周りの大
人のサポートがあるといいですね。

受験生必見！ここ一番の勝負メシ

今年も残すところ１カ月。受験生にとっては追
い込みの時期ですね。受験に限らずここ一番の
勝負で実力を発揮するのに大切なのが集中力。
集中力を高める食事のポイントをご紹介します。
①「しっかり朝ごはん」が１番大事
体温を上げて、脳をしっかりフル稼働。普段か
ら食べる習慣を身に付けることが大切です。

②脳の血液循環を良くする魚
サバやイワシ、アジ、ブリなど、魚に含まれる
EPA（エイコサペンタエン酸）
という成分が、血液
の循環を良くし、集中できる環境を整えます。
③大豆で記憶力もアップ
集中力とともに記憶力を高めてくれるのが、
脂肪の一種であるレシチン。大豆や肉、
ピーナ
ッツなどに多く含まれます。

バランスが良く、
魚や大豆製品も
取りやすい和食
がおすすめ

日号の表紙で︑五十嵐川
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12月1日号

編集者のつぶやき

11

月

の鮭を掲載しましたが︑鮭が遡上

してくること︑ご存知でしたか？

意外と︑市内でもあまり知られて

いないそうです︒

その鮭のイクラをいただくこと

がありました︒

しょうゆ漬けにしてごはんにた

っ ぷ り 載 せ て 食 べ る の が 好 き で︑

大き目のびん︑１びんをあっとい

う 間 に 食 べ 尽 く し て し ま い ま す︒

ほとんど私が食べていたのかも︒

今考えるとぜいたくな話で

すね︒

正月に県外から友人たちが遊び

にきました︒たまたま食卓に出た

の が 例 の イ ク ラ︒一 口 食 べ る や︑

猛然と食べ始める友人たち︒子ど

もの頃からなじんでいた味︑そん

なにか︑とびっくりでした︒

新潟で鮭といえば︑村上が有名

ですが︑そんなわけで三条のイク

ラも負けないのではと密かに思っ

12月1日号

★自分の体が分かりました。体年齢が18歳でよかったです。
★自分で料理を作れるようになって、外食や弁当ばかりにな
らないようにしたいです。

︵Ｎ︶

17

約−３０℃で、下がってもせいぜい−４０℃程度。このように
−５０℃近くまで下がるのは珍しく、８０年ぶりの出来事でし
た。このような情報により、１２月が一番寒く思われるかも
しれませんが、平均して1年で最も寒い月は１月です。
ち な み にこれを 記 念して、NASAは 火 星 の 一 部 分 に
ウィニペグ
「Winnipeg」
という名前をつけました。こんなに寒いウィ
ニペグ市の冬の話は次回に続きます。

★１日に食べても良い砂糖の量を知って、自分は毎日超えて
いることが分かりました。気を付けたいです。

料理カードを使ってバランスの良い献立を考えます。

ています︒

皆さんはカナダの冬についてご存じですか。カナダも地
域によって違いますが、冬はほとんどの地域がすごく寒い
です。私の出身のマニトバ州ウィニペグ市は、カナダの中
で最も寒い都市というわけではないのですが、体が凍るよ
ウィンターペグ
ウィニペグ
うな寒い冬のせいで、冗談で「Winterpeg」
（Winnipeg
ウィニ
ウィンター
のWinniをWinterに変えて）
と呼ばれることもあります。
２０１３年１２月３１日、ウィニペグ市は火星より寒い日とし
て記録されました。この日、火星は午後の気温が−２９℃ま
で下がりましたが、ウィニペグ市は朝が−３７.９℃、午後に
は−３１℃になりました。もちろん、火星は地球より断然寒
い場所ですが、この日に限ってはウィニペグ市の方が寒か
ったのです。
さらに、カナダの空気は乾燥しています。特にマニトバ州
は山と谷がない平野なので、冷たく乾いた風が都市まで吹
き、体感温度が非常に低くなります。その日は体感温度が
−４８℃まで下がりました。この温度は皮膚を露出すると5分
で凍る寒さです。寒いウィニペグ市でも平均体感温度は

★普段、好きな物を選んで食べていましたが、今度からは栄
養にも気を使いたいと思いました。

写真３
「往来日記」
（部分）

中野原村に住む７歳、８
歳、
１５歳、
１６歳、
２０歳、
た、柳津の円蔵寺（福島県柳津町）
にある虚空蔵菩薩（写真３） 写真１
４０歳の女性６人と連れ
福島県指定重要文化財
に参詣するものもみられます。
の男性２人が日光参詣
長谷部大作家文書
のため、八十里越を越
この時代は「入鉄砲、出女」
といわれるように、女性の旅に
「往来日記」
（表紙）
は強い規制がありましたが、目的が社寺への参詣であれば許 （所蔵：長谷部イネ氏） えて、嘉永元年５月４日
に叶津口留番所を通っ
されたことが伺えます。
（次話に続く）
たときの記録
やないづ

☎内線242
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第110話

「八十里越を越えた先人たち

生涯学習課 文化財係
☎0256
（46）
5205

クローズアップ食育

第22回
健康づくり課 食育推進室

〜歴史の道 八十里越 その19〜」

農産物展示会 イタリアンシェフの料理ショー
11月9日㈪〜10日㈫ 三条東公民館
出展農家13軒 来場106人
（46企業）

江戸時代末、慶応３
（１８６７）年９月から積雪で通
行できなくなるまでの約２か月間に、吉ヶ平から八
かのう づ くち どめ ばん しょ

十里越を越え叶津口留番所を通った男性の名前、
おう らい いり びと

あらためちょう

改帳」
（写真１）
という古文書が残されています。
商人の往来が多いですが日光参詣や大工などの
職人、百姓などが出稼ぎに行ったものもありました。

葉生姜とシャイン
マスカットの炒め物

蒲原郡の人が多く、合計２９１人も通行しました。

FMでも 毎週水曜日 午後０時10分〜
放送中！ FM76.8MHz ピックアップさんじょう

地元生産者と企業のマッチングを目的に、
昨年度から開催している農産物展示会。今回
は、三条市出身のイタリアンシェフが、展示農
産物を使った料理を実演。意外な組み合わせ
の料理に、驚きの声が上がりました。

かぐら南蛮と
ハチミツのガー
リックトースト

年齢、職業、居住地、行先を書き留めた「往来入人

☎内線242

下田地区では、棚鱗村、荒沢村、牛野尾村などか
ら２２人、三条地区では、三条町、一ノ木戸村、大崎

来場者の感想

村などから２５人、栄地区では、大面村、戸口村など

梨
（新興梨）
と
ゴルゴンゾーラ

から７人、合計５４人が八十里越を越えました。ここ
でも約半数が商人で、天保の大改修後、人と物の
往来が盛んになったことを物語っています。
男性のみを対象にしたこの入人改めの詳細な目
写真１
ら、会津藩の指示による密偵の取締りが目的だった 福島県指定重要文化財
長谷部大作家文書
のではないかともいわれています。
「往来入人改帳」
（表紙）
（所蔵：長谷部イネ氏）

的は不明ですが、戊辰戦争の前年にあたることか

戸口村に住む鉄物商人
与平治６２歳が、南山御
蔵入領での商売のため
八 十 里 越を越え、叶 津
口留番所を通った時の
記録

世界へ

の
ようこそ！

三条町に住む魚商
人茂平治が、南山御
蔵入領での商売の
ため八 十 里 越を越
え、叶津口留番所を
通った時の記録

★酒米はリゾットにすると程良くしんが残り、とてもおいしくて驚きま
した。作り方を参考にしたいです。
★かぐら南蛮とハチミツは、甘辛くて意外に合う！
ポロネギの
オーブン焼き

写真２ 「往来入人改帳」
（部分）

料理を作ってくれたのは、東京都中野区の人
気イタリアンレストラン「イルプリモ」
のシェフ
山本伸さん。
「三条にはいろいろな食材があるので、どん
な料理にしようか、とても悩みました。」
食材の豊富さも、三条の魅力のようです。

第4回

ウィニペグ市の冬②

栄養豆知識

地場の冬野菜で元気いっぱい
改善に役立ちます。風邪を予防するビタミンCが豊富
な野菜も多く、免疫力を高める働きにも注目です。

大根、白菜、長ねぎなど、皆さんの食卓にも毎日冬野菜
が登場していることでしょう。
冬野菜のおいしさの特徴は甘さ。寒さが増すにつれ、根
菜も葉物野菜も甘くなります。糖度を上げて凍らないよう
にする自然の力です。食べると体も冷えにくくなります。
冬野菜は他の時期の野菜に比べ、ナトリウムも少し多く
含みます。ナトリウムにも、体を温める働きがあります。
大根やカブの葉には鉄分が豊富。貧血が原因の冷えの

地場の野菜は栄養価が高く、
うまみ が ギュッとつまっていま
す。鍋料理や煮物など、熱々の煮
込み料理でたっぷりと召し上がれ！

1月1日・16日号

編集者のつぶやき

新年明けましておめでとうござ

います︒本年も広報さんじょうを

よろしくお願いします︒

さ て︑今 年 の 干 支 は サ ル︒サ ル

と い え ば︑幼 い 頃︑よ く 祖 父 と 八

幡 宮 に︑サ ル を 見 に 行 き ま し た︒

記憶が曖昧ですが︑１つの檻に２

匹のサルがいたような︒

八 幡 宮 に は カ メ や コ イ も い て︑

幼い私にとっては︑小さな動物園

に行くような感覚でした︒中でも︑

一番楽しみにしていたのがクジャ

ク︒装飾品のような美しい羽根が

魅力的なわけですが︑普段は閉じ

られていて︑なかなかお目に掛れ

ま せ ん︒
︵繁 殖 期 に 雌 に ア ピ ー ル

するために広げるようです︒︶今日

は ど う か な？と 毎 回 わ く わ く︒

見ることができた日は︑とても幸

せな気持ちで帰ったのを覚えてい

ます︒

︵松︶

今年は八幡宮へ初詣に行こう

かな︒

前回
前回、ウ
ウィニペグ市は風を止める山や谷がない平野で体
ペグ市は風を止める山や谷がない平野で体
立てるようになり、道や広場に姿を変えます。スケートはも
立てるようにな
感温度が非常に低いというお話をしました。今回は市民の
ちろん、カナダを代表するスポーツのホッケー、スノーボ
冬の生活についてです。ウィニペグ市の冬は11月〜3月で、 ード、カーリング、そりなどができます。イベント会場は複
積雪は約130日間も続きます。長い冬を耐えるために必要
数の地区にまたがる大きさで、2008年には全長8.54㌔と
なのは、防寒着と寒さに負けない元気な心です。
なり、ギネス世界記録に登録されました。
冬、外に出ると、息が苦しく、鼻の中が我慢できないほ
今まで私は、橋を渡るバスの中で変身したこの川を見て
ど痛くなります。手足と顔は凍るように痛くて感覚がなくな 「絶対にスケートをしに行ってみよう」
と思っていましたが、
ります。人々は、目以外の体全体を覆い、服を何重にも重
まだ実現していません。皆さんは、このような氷上で楽し
ね着して寒さに耐えています。寒さ対策を差し置いてファッ
むイベントはいかがでしょうか。
ションを重視する人は、ウィニペグ市には存在しません（笑）
過酷な冬が耐えられず、暖かい地域へバカンスに行くと
いう（実にうらやましい）人たちもいますが、冬でも活発な
人も多く、楽しく過ごすためのさまざまな祭りやイベントが
あります。その中に、カナダの長く、寒い冬を活用したRed
River Mutual Trail（レッド・リバー・ミューチャル・トレイ
ル）
というイベントがあります。Red River（レッド川）はカ
ナダとアメリカをまたいで流れる川。凍りつくと人が安全に

1月1日・16日号

★料理パフォーマンスはとても勉強になりました。

棚鱗村に住む商人久
四郎４６歳が、南山御
蔵入領での商売のた
め八十里越を越え、叶
津口留番所を通った
時の記録

地域経営課 地域振興係
☎内線403

27

★実演と試食があり、内容が充実した展示会でした。
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