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定例総会で祝
辞を述べる吉
川健次町教育
長。(中央公)

第４９回定例総会を４月２５日(土)に中央公民館で開催し、２６年度の事業経過、
収支決算を承認、２７年度の事業計画と予算を審議していずれも可決しました。
午後１時３０分からの総会には会員５３人のうち２７名が出席。２４名は委任状
を提出しました。冒頭大村昭東会長は「会員の皆様のおかげで２６年度事業は順調
に進んだ。新年度も「過去」を現代に、そして「未来」へ繋げる活動、とりわけ次
世代の青少年の関心を高める活動をしていく。」とあいさつ。ご来賓の吉川健次町
教育長が「日頃の諸活動に敬意を表します。昨年新庄での戸沢サミットでは史談会
の協力により『戸沢氏始祖の地』をアッピールできた。来年は雫石が会場となる。
一層のご協力をお願いする。
」とお祝いの言葉を述べてくださいました。
次いで、林尻正雄会員(中南)を議長に選出。同議長の的確な進行で議事が進めら
れ、２６年度の事業経過、収支決算が満場で承認されました。また２７年度の各種
行事の主催と参加などを盛り込んだ事業計画案と予算案も上程されて審議が行わ
れました。質疑の後、採決が行われ、両提案も全員の拍手で可決されました。
総会での、報告・決定事項は次ページ以降に掲載しています。
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決算・予算表については既にお届けしている「総会資料」に掲載のため本紙では省略
ｙｏｓａｎｎｉｔｕｉｔｅｈ

＜報告事項（質疑に答えての事項も含む）＞
１・退会者と入会者

（26・12・14 死亡退会の杉村祐一氏以外の方。
）

①２６年度末で退会
・高橋 盛

……お世話になりました。どうぞお元気で。

さん、西村 長七さん、浅沼

和子さん

の３名。

②２７年度からの入会者 ……よろしくお願いいたします。
・坂井 剛

さん、ハクセル美穂子さん、主濱 幸彦さん

以上退会３名、入会３名。

の３名

現在会員数 ５３名です。

※総会資料・会員名簿内容の訂正について
・次の方の電話番号が誤っていました。お詫びして次のとおり訂正いたします。
№14 加藤

一美さん

693－2848

№36

修

691－8818

吉原

さん

２・ホームページの運用状況について
昨年の総会直後の開設以来、一年を経過しました。26 年度末(3・31)時点の閲
覧件数は、9,960 件で、予想以上に多くの人が閲覧していることがわかりました。
＜参考

27・4・24／10,643 件、

さらに 6・1／11,880 件

まで増えています。＞

これは、
「会報」を中心としながらも、役場関係からの原稿協力を得て「雫石の
(年中)行事と行事食」
、 町出身者の郷愁譚「ふるさとは遠きにありて」、 町教委
提供「歴史探訪シリーズ」を連載しているほか、町出身者の歴史研究家細川久美
さんの「石碑が語る信仰と祈り」など、雫石の郷土史に関する多彩で年代の幅広
い記事が関心を呼んでいるものと推測されます。
ただ、当会のホームページには、
「質問」を受ける窓口はあっても、
「感想」や
「意見」を受け付ける窓口を設置していないことから確かなことは分からないの
が実情です。これは、仮に閲覧者から「感想・意見」が多数寄せられた場合、当
方がこれらを的確に処理・対応できるかどうか不安なため、当面は窓口を設けな
いことにしているためです。
上記の報告に対して、議事の中で、現在ホームページの運営を担当してい
るメンバーのひとりである吉原 修会員から次のような提案がありました。
――「閲覧件数では、確かにたくさんの方に見ていただいていることがわ
かります。ただ、この一年、全く初めてのことを手探りの状態で進めてきた
者のひとりとして、閲覧者の反応、意見、提言等を聴く機会があれば励みに
なるし、さらなる改善につなげる参考にもなると思います。
さまざまな方々からご意見、ご提言等を聴くことができるような方策を考
えてほしい。
」
――これに対して、執行部側の関副会長から「会員のみならず一般からも
感想・意見を聴くことができるように、ホームページに詳しい方のアドバイ
スも受けながらアンケート調査を実施したい。」との回答がありました。
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今年度の主な事業計画（前半）の紹介
＜ 会
◆５月 26 日（火）13：30～

（実施日の近い順です）

議 ＞

新年度第 1 回役員会

（中央公）
開催済
総会決定を受けて当面する事業等の計画案について協議し、
本紙の以下に示すような内容で実施することにしました。
☆また、総会後に申し込みのあった大坪正人氏（雫石町長山在住）の入会を承認しました。

◆６月 ５日（金）14：00～
第 20 回滴石・北浦史談会交歓会に係る第２回打ち合わせ会（田沢湖公民館）
今年の交歓会は２０回目という節目の行事として７月２４日(金)に旧田沢湖町で開
催予定。４月９日の第１回の打ち合わせで＜簡素に行う＞方針を決定済。
大村会長ほか役員４名が出席予定。

＜参加者を募集する各種事業・行事＞
①

町内史跡等の清掃奉仕活動（第１回）

町内にある史跡のうち、
「長山街道分れ」「生森一里塚」
「高前田一里塚」の草刈り作業を行います。年３回（６月
中旬、８月盆前、９月中旬）実施予定です。
今回は１回目。史跡毎に３班で実施。草刈り機の燃料を現物支給します。
◆日時；６月１４日（日）9：00～

（各人の希望地ごとに集合・作業）

◆参加希望者は６月 11 日(木)までに、赤坂事務局長（692－3401）へ電話で申
し込んでください。
（人数調整が必要な場合がありますのでお願いします。）
◆お断りとお願い
１) 上記活動場所のうち「長山街道分かれ」は他の場所よりも草の伸びが早
いので、今回この場所だけは６月６日（土）9：00 から実施します。
２) 「生森一里塚」は、周囲の木柵が一部破損しています。草刈機をお持ち
でない方でも、補修作業をしてくださる方を歓迎します。
（金槌、釘、できれば補修板切れをご持参ください。）

②

201５

歴史サロン

（毎月第三水曜日開設）

「お茶でも飲みながら歴史談義を」が趣旨。今回は雫石の行事食の一つ「きり
せんしょ(餅菓子)」でもいただきながら年中行事についてのお話をお聞きします。
✿
◆日時；

６月１７日（水）

午後２時から４時ごろまで

◆会場；

中央公民館２階 視聴覚室

◆内容；

今回は

「雫石の(年中)行事と行事食」です。

語り手は雫石町農業指導センター専門指導員 桐山
◆参加費； ひとり２００円（お茶・餅菓子代）
◆事前申し込み；

不要
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桂子さん

③

２７年度第１回郷土史教室（町教委と共催）

「一関地方の歴史を訪ねて」
１・期

日

平成 27 年 6 月 23 日（火）

２・場

所

一関市内とその周辺

＜骨寺村荘園遺跡・一関市博物館「舞草刀」
・田村家「時の太鼓」＞
特別見学

３・日

日本有数の規模「みちのくあじさい園」

8：30 雫石町役場前出発 ＜町役場マイクロバス＞

程

16：50

〃

帰着

４・募集人員

史談会員及び一般町民

５・参加費

ひとり

６・申し込み

合わせて２５人

2,000 円(昼食代、入園料、入館料含む)

６月８日(月)から町社会教育課（692－6413）で受け付けます。

７・内 容（見どころ） 下記 1・2 は博物館学芸員が同行、完全ガイドします。
1・骨寺村荘園遺跡

＜世界遺産・平泉＞

の関連資産

一関市厳美町本寺地域に位置する。中尊寺に現存する国の重要文化財の 2 葉の荘園絵図に
記された景観が現存する遺跡である。2005 年（平成 17 年）に国の史跡に指定された。ま
た、史跡指定区域を包括する伝統的な村落景観が一関本寺の農村景観として、2006 年（平成
18 年）に重要文化的景観に選定された。

２・一関市博物館
地域の歴史・文化の変遷によって生み出された文化財の蒐集・調査研究・展示公開をして
いる。古代の刀の基礎となった舞草刀、中世・近代に発達した和算（和算額などのコレクシ
ョンがある。今回は特に「舞草刀（もくさとう）」に絞って見学する。

一関博物館の館蔵品の内、
「舞草刀」は、平安時代に完成したとされる日本刀の原形となっ
た刀と伝えられる。一関市舞草（現在は舞川）の舞草観音山の地で作刀を続けた舞草鍛冶は
日本で最も古い鍛冶集団。周辺で採掘された餅鉄と呼ばれる鉄鉱石が原料であった。

＜昼食…

道の駅「厳美渓」県南一関の餅文化を味わいます＞

３・田村家 時の太鼓

（市内長昌寺本堂）

一関藩時代に田村建顕公が老中阿部豊後守に願い出て、皇居・幕府・御三家に限られてい
た「時の太鼓」を許されたもの。当時は「一関に過ぎたるもの」として近隣からうらやまし
がられ、歌にまで残っている。
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４・みちのくあじさい園

（市内舞川地区）

舞草刀発祥の地一関市舞川地区にある個人所有の施設。杉林の散策路に約 300 種、およそ
3 万株のヤマアジサイや西洋アジサイなどが色とりどりに咲き誇る。規模では日本有数。
一周所要時間およそ 1 時間。
※今年の開園日は６月２６日ですが、今回私どもの希望を受けた園主のお計らいで、特
別に２３日に入園・鑑賞できることになりました。

④

しずくいし少年少女歴史教室

しずくいし少年少女歴史教室も今年で６年目となります。昨年からは町教育委員会
と共催事業になっています。今年の募集要項と教室日程は下表のとおりです。

あなたも支援員としてご参加ください。
少年少女歴史教室の実施に当たってバスに乗って小中学生のお世話をしなが
ら一緒に歴史を学ぶ支援員を募集します。
支援員は連続して毎回参加する必要はありませんが、年間８回通算で傷害保
険に加入するため、
「支援員登録」だけは必要。児童・生徒と同様年間 300 円
の参加費をいただきます。
ご希望の方は、６月１６日(火)までに関副会長までご連絡ください。
【電話 692－2392 ＦＡⅩ兼用】

✿
◆対 象

雫石町内の小中学生のうち 希望者１５名程度
ただし、
「各地区の日」は希望者全員を対象とする。

◆期日及び時間
①平成２７年６月２７日（土）から１１月２３日（祝）

6 ヶ月間

＜全８回・個別日程は別表のとおり＞
②時間は原則毎回、午前 9 時３０分から午後３時ごろまで。（最終日を除く）
＜全員お弁当持参・昼食会場は地区公民館等＞
◆受講料

無料
（バス移動時の傷害保険料等として１人年間 300 円程度を集める予定）
※「各地区の日」のみ参加の場合は、保険料等は１人 200 円とする。

◆募集期間

◆詳細日程

平成２７年６月 10 日（水）～６月１９日（金）までの 10 日間
下表のとおり

5

№
１

期 日
６・２７
（土）

２

７・２５
（土）
８・ ５
（水）

中央公
七ツ森等
＜雫石地区の日＞・町内の三寺院を訪ねて住職
雫石公
の話。八幡宮、三社座神社、金毘羅宮探訪
下町～上町
＜戦後 70 周年・戦争体験を聞く会＞ 町民によ 歴民資料館
る体験談と写真。 午後、町資料館見学。
曲り家

４

９・１３
（日）

＜御所地区の日＞ 繋温泉地区の歴史・雨乞いの 大村伝承館
堀合神社・戸沢沼田神社・川井観音・森林軌道
御所一円

５

１０・ ３
（土）

＜岩手山南麓の日＞ 小岩井農場（本部～四階倉 西山公
庫～牛舎）盆花開拓・極楽野開拓・岩手山神社
南麓一帯

６

１０・２４
（土）
１１・ ７
（土）
１１・２３
（祝）

＜御明神の日＞ 上和野観音堂・からかさ松・
橋場駅跡・多賀神社大杉・経済農場・籬野開拓
＜西山地区の日＞ 葛根田の大岩屋・篠崎八郎の
碑・雫石たんたん・大宮神社・伝説の夫婦石
＜閉講式＞ 無形文化財芸能祭鑑賞・曲り家で昔
語りを聴く。閉講式

３

７
８

⑤

見学・体験場所
＜開講式＞ ・雫石郷の歴史（座学）・七ツ森
から見る雫石盆地・秋田街道の一里塚等探訪

北浦・滴石史談会

備 考

明公
御明神一帯
西山公
西山一帯
＜中央公＞
資料館曲り屋

第２０回交歓会

この交歓会、国見峠をはさんだ田沢湖、雫石二つの町の史談会が共通の歴史テー
マを語り合おうと始めて以来、今年は２０回目の記念すべき行事となります。
詳細は現在、幹事団体である北浦史談会が立案中です。現在までに計画されてい
る内容は次のとおりです。詳しくは次号の会報でお知らせします。
記
１・開催日時
平成２７年７月２４日（金）
２・
場所
仙北市田沢湖町 田沢湖芸術村 温泉館「ゆぽぽ」
３・内
容
・記念式典…
功労者表彰を予定。「記念講演」を検討する。
・歴史探訪…
戊辰戦争戦没者の墓地のある田沢湖町生保内の
「東源寺」ほか。角館町も視野に検討。
・交流(懇親)会… 従来どおり実施。

⑥

戸沢サミット in 仙北

当会がこれまで２回参加してきた「戸沢サミット」、ことしはお隣の秋田・仙北市
で開催されます。仙北市では毎年恒例の「戸沢氏祭り」にあわせて行う計画で、当史
談会としても町教育委員会に同行する形で参加を計画しています。
これまでに判明している「サミットの計画案」と「戸沢氏祭り」についてお知らせ
します。なお、当史談会では過去２回と同様に、一般町民にも参加を呼び掛けること
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にしており、参加者の負担を軽減するため今回も「雫石町ふるさと文化振興基金」の
活用を考えており、さらに情報収集しながら計画を立てることにしています。
記
戸沢サミット in 仙北

戸沢氏祭りと当史談会の計画(案)

【参加者；戸沢家・関連５市町の首長と
教育委員会関係者、そのほか案内者】

【参加者；滴石史談会員、八幡宮氏子
戸沢サロンメンバー、一般町民】

【１日目】

8：30 雫石町役場を出発(バス２台)
午前；クリオンで「戸沢氏の学習」

午後；西木庁舎集合

【西木、北浦郷土史関係者にも参加案内】
〔会場；クリオン…祭り会場から 10 分〕
午後；戸沢氏祭り「お家行列」に参加
16：00 サミット参加
(懇親会で恒例の「史談会寸劇」上演)
18：30 桧木内川河川敷で交流会
（花火等を観賞 ～19：30）
宿泊…クリオン
（日帰りも可）

お家行列等を参観
＜田沢湖芸術村「ゆぽぽ」へ移動＞

16：00 戸沢サミット開会
17：30

同上

18：00

同上 懇親会

閉会

宿泊…ゆぽぽ

9：30 クリオン出発
途中「隠明寺氏」「本堂氏」の学習
横手市内で昼食
13：00 内蔵の町「増田町」見学
16：30 雫石町帰着

【２日目】
9：30 西木・門屋城見学
角館・武家屋敷
11：30 解 散

追って、参加者募集のご案内を差し上げます。
今回の会場は、秋田県といってもすぐお隣の町です。
たくさんの方々のご参加を期待いたします。

先人が選んだ雫石の八つの美しき風景を巡る

前篇

江戸時代に選定された「雫石八景」
。160 年後の今、その面影をたどります。前篇は、
①恵照山(臨済寺)の納涼
②御所の帰帆（元御所） ③籬野の月 ④巌鷲の残雪(岩手山神社)
の 4 カ所を巡って「お寺の歴史」や「湖底に沈んだふるさと」、「山岳信仰」などの話題
に触れます。周辺のふだんはみられないスポットも訪ねます。 【後篇は 10 月 20 日】
✿
◆日 時
7 月 9 日（木） 9：00～15：00 （昼食は銀河ステーションレストラン「雫」のランチ）
◆参加費
１,５００円
◆募集人員 先着 20 名
◆募集期間 ６月 11 日から
【申込・問合先】 雫石町中央公民館 692-4181（受付時間 平日 8:30～17:15）

第 13 回

みんなで歩こう！

旧秋田街道

戊辰戦争の舞台にもなった旧秋田街道を実際に歩き、史跡を見ながら当時の歴史や他藩と
の交流などについて学ぶ。今回初めて国見温泉側から歩きます。ご一緒しませんか。
✿
◆日 時 ８月３日(月) 9：15～15：35
◆募集人員 １５名 ◆参加料 ２００円
参加希望申し込みは、７月に入ってから受け付ける予定、とのことです。

【申込・問合先】

御明神公民館

692-3228（受付時間 平日 8:30～17:15）
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シリーズ

雫石町史Ⅰからの資料提供

今や民間総合農場として日本一の規模を誇り、雫石町の自
慢の一つである小岩井農場。明治２２(1889)年６月、当時の
鉄道局長(翌年に鉄道庁長官)であった井上勝が岩手山南麓の
広漠な原野に牧畜業創業を企図した際、計画地周辺の農民た
ちから“反対”の大合唱が起こり、一時騒然となったことを
ご存じでしたか。雫石町史Ⅰ〔昭和 54 年・雫石町、同教教委刊〕
の 850 ページに当時の経緯が掲載されています。以下、その一部を紹介します。
◆
小岩井農場の創設は明治 24 年 1 月のことである。国有鉄道盛岡工場七十年史によ
れば――、井上勝が鉄道工事視察のために岩手県に来たのは、明治 21 年 6 月 13 日で、人
力車で一関から盛岡に入り、歓迎の会合に臨んだ後、時の岩手県知事石井省一郎に案内さ
れて網張温泉に休養した。その際、井上は広漠たる岩手山の裾野の景観に打たれて、同行
の知事を顧みて、
「自分はこれまで、鉄道開発のために多くの美田良圃を潰したが、このよ
うな荒蕪地を開墾して、せめてその埋め合わせをしたいものだ。」との感懐をもらした。そ
の後ある宴席で、日本鉄道会社の副社長であった小野義真にこのことを語り、同席の岩崎彌
之助に出資援助を求めたところ、岩崎が即座にその出資を約したのが農場創成の発端である
というのである。

実はこの土地は官有地であって近隣 11 ヵ村の入会秣(まぐさ)刈地で、農家三千戸の
生命線ともいうべき重要性を持っていた。井上勝が、農場用地として南岩手郡西山村
滝沢村、雫石村にわたる官有地 3,622 町歩の借用を岩手県に出願したのは明治 22 年
7 月のこと。同年同月刊行の農界叢書第 2 号に次の記事が載っている。
――岩手県南岩手郡長山村より雫石村に連なる一大原野あり。元来近傍 11 カ村、三千余戸
の村民が秣場と頼んで生業を営む。先年末同県知事石井省一郎、鉄道局長井上勝の両氏がこ
の原野に牧畜業を起さんとの企てあり、これがため関係村民の苦情あり…今尚紛糾中にて人
民の騒ぎ一方ならず、県官、郡吏両三名出張して各村に説諭す。この原野は村民のためには
命の綱なれば、もしこれを引き上げらるることありては忽ち稼業に差し支うるを以って、迚
(とても)この説諭に服すること出来がたく、之がため毎日数百人集会を催し（中略）農事を
棄てて人心恟々たりと。――これに対する井上勝の対応は素早く、地元三ヵ村の村長らを
立会人に「開発が及ぶまで秣刈りを無償で認める」との示談を成立させた。また小岩井
農場沿革史と題した未刊の稿本の「創業の由来」には、次の
ように書かれている。――井上勝が、鉄道建設のために失った
美田良圃の償いとしてこの土地の開墾を思い立ったことを述べ、
さらにこの地方の農家が一般に貧困であるのは適当な副業を持
たないことに原因しているからこれに養蚕を授けて副業とする
ことが適切であるとし,「従って、農場の事業は桑園を主とし、
その他櫨漆等を栽培し、尚これが間作として馬鈴薯の栽培をもす
る」との計画がたてられた。――＜写真・農場管理部事務所前の県道沿いに今も残る桑の木▲＞
その後農場では実際そのように取り組んだが、桑園、養蚕事業は採算がとれず失敗。
明治 31(1898)年に打ち切られた。翌年明治 32 年からは岩崎久彌が経営者となり、
「牧
畜業主軸｣の方針のもと、地元民を雇用しながら現在の一大発展に結びつけてきた。

あとがき… 好天が続き、木々の緑もいよいよ濃くなっている。今号は当面の事業、行事の案
内特集となった。会員各位には今年度も諸事業への積極的なご参画をお願いいたします。
（Ｓ）
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