
　奥州市総合福祉センターで「ほんわかサロン！

ハッピーハロウィン」が平成29年10月20日（金）に

開催されました。胆江地域子育てサポートネット

ワークわらしゃんどが主催する就学前の子育てを

応援するイベントです。

　わらしゃんどは子育て支援活動を担う先駆けと

して平成12年２月に設立され、「子どもたちの笑顔

はお母さんの笑顔から」をモットーに季節に合わ

せたイベントや出前講演、子育て支援活動などを

行っています。

奥州市民活動支援センター登録団体情報誌
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奥州から はじまる 繋がる 心の輪

表紙写真の紹介

irori（イロリ）とは、囲炉裏を囲んで輪になる姿を重ね、老若男女を問わず多くの市民や市民公益活動団体が連携し輪が生まれることを願い名付けました。

イベント情報・助成金情報のお知らせ
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リーダーズクラブJUMP
水沢ジュニア

ワーキングホリデー研究会
奥州農村

ひめかゆ協力会

岩谷堂城址顕彰会

若者団体



［問い合わせ］
　奥州市水沢青少年育成市民会議　大村
　（奥州市役所内）　TEL：0197-24-2111
　メール：chie-o2@city.oshu.iwate.jp
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リーダーズクラブJUMP

代表／鈴木　　陸　　設立／平成６年９月11日

水沢ジュニア

ちびっ子ひろばでの紙芝居の様子

ジュニアリーダー東北大会での集合写真

乳幼児に優しく話しかける鈴木会長

月に一度の定例会の様子 募金活動を熱心に行う会員の中学生

設立当時に会員がデザインした旗

寺子屋で行われたレクリエーション活動の様子

　ジュニアリーダーとは、子ども会行事

の支援をはじめとした地域活動を積極

的に行う中高生のサークルで、社会性・

自主性を養いながら自らが目指す姿の実

現に向けた活動をしています。

　奥州市で活動している水沢ジュニア

リーダーズクラブＪＵＭＰは、平成４年８月

に金ケ崎町で開催された「東北地区子

ども会ジュニアリーダー大会」に参加し

た水沢区の中高生が、県外のジュニア

リーダーとの交流で大きな刺激を受け、

自分たちのまちにもジュニアリーダー

サークルを作りたいと準備委員会を立ち

上げました。その後、会則づくりや活動内

容の検討、クラブの名称、募集チラシの

作成に至るまでのすべてを自らで進め、

平成６年９月に同クラブを設立しました。

　同クラブは、毎月１回の定例会を行い、

活動の振り返りや今後の計画などを定

期的に話し合っています。中高生が自ら

実施したい企画にも取り組み、毎月の定

例活動として、「ちびっ子ひろば」を平成

14年度より実施しています。会員が乳幼

児とのふれあい活動を通じて、命の尊さ

や幼い子を慈しむ心を学び、この経験が

実際に子育てをする立場になってからの

大きな糧となっています。また、今年で37

年目を迎えた寺子屋は、小学生を対象に

水沢区内各地の寺社などで座禅や礼儀

作法、レクリエーションを毎年行い、企画

立案から運営までを地域の中高生が

担っています。その中高生リーダーの研

修会では、同クラブが中心となって支援

をしています。そのほかにも、毎年子ども

の日に開催している「ちびっ子まつり」や

福祉の祭典「ボランティアフェスティバ

ル」など地域のイベントの要請にも積極

的に応えていて、ジュニアリーダーの認

知度向上につながっています。特にも、

平成23年に発生した東日本大震災の際

は、募金活動に取り組んだほか、本当に

必要な人に必要な物を届けようと、ＯＢ

の先輩リーダーとともに被災地に救援物

資を届けるためのボランティア活動を迅

速に実施しました。

　県内外のジュニアリーダーとの交流や

多くのイベントへの参加により、「人前で

話せるようになった」、「友達が増えた」

「心が穏やかになった」という会員が多

く、自信を持って行動できるようになって

います。会長の鈴木陸さんは「いろんな

学生が集まるのでまとめるのが大変です

が、常に活動を楽しみたい。そして、中高

生の無限の可能性を奥州市から県内外

へ発信していきたい」と熱く語ります。社

会の一員として「自分たちのまちを自分た

ちの手でつくろう！」を目標に掲げ、これか

らも仲間とともに心と力を合わせて活動

を続けていきます。

自分たちのまちをより良い場所へ

自由な発想と思いを行動にして

ジュニアリーダーのサークルを
つくりたい
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ワーキングホリデー研究会

代表／及川　敬一　　設立／平成25年４月２日奥州農村 ［問い合わせ］
　事務局（及川）TEL：090-2977-4302
　メール：sppa8c59@key.ocn.ne.jp

　平成24年９月、当時活動の中心となっ

ていた岩手県の県南広域振興局に和歌

山大学卒業生が勤務していたことをきっ

かけに、５戸の農家と９人の和歌山大学

観光学部の学生が参加して実施された

奥州市内で初めての農村ワーキングホリ

デー。農山村地域の活性化を図るため

「事業ありきではない持続可能な農山村

再生の仕組みづくりを大学と一緒に考

えよう」と県庁職員、胆江地域の農家、

和歌山大学教員での話し合いによりこの

事業が実現しました。そして、農家が中

心となって「農山村再生セミナー」を開

催し、岩手大学をはじめとした大学の

教員、学生の参加を得て交流の幅を広

げ、会員となる農家が増えたことを機に

平成25年４月に「奥州農村ワーキングホ

リデー研究会」を設立しました。

　受入農家の生産物は米、野菜、花、

酪農、畜産などさまざまで、作業内容

や労働時間といったスケジュールは各農

家に任されていて、初めて学生を受け

入れた農家は仕事の内容や量が適正な

のか、学生が希望する農業の姿を見せ

られているのか悩みながら手探りで取り

組んでいます。

　数日間という短い期間でも一緒に農

作業で汗を流し、寝食を共にした学生

と農家の間には深い絆が生まれ、親戚

や家族のような存在になるといいます。

また、共に過ごす中で農業や農山村へ

の思いを語り合う異世代交流の機会は、

学生だけではなく農家にとっても新鮮で

刺激を受ける機会となっています。

　農村ワーキングホリデーは、参加した

先輩たちからの口コミなどにより参加を

希望する学生が増え、これまでに述べ６

大学約230人が参加し、最長で５年間連

続で参加する学生がいたほど人気が出

てきました。そのような中でも、同研究

会では農家ごとに反省点や改善点など

を挙げてもらい、次の年に来てくれる学

生のための反省会を行っています。また、

会員の研修会を毎年12月に開催し、和

歌山大学を訪ねて学生との再会を果た

したり、教員や民間で地域づくりに取り

組んでいる人の話を聞いて農山村の未

来について考える機会としています。受

入農家の一人である事務局の及川久仁

江さんは「農家それぞれに生まれる物

語や繋がりがある。農山村の活性化以

外にも思っていた以上の手応えがある」

と活動を通してのやりがいを語ります。

　５戸から始まった受入農家は現在28戸

にまで増加。しかし、広域な胆江地区を

考えると決して多いとは言えない数であ

り、生産者の高齢化や担い手不足などの

問題で農家が減る可能性もあることから、

セミナーなどの啓発活動により、地道に

受入農家を増やしていくことが必要です。

及川さんは「身の丈に合った活動を継続

していくことが大切だと思う。今後は地元

の農業高校生、大学生や新規就農者な

ど、次世代の農業後継者との交流も増

やしていきたい」と展望を話します。また、

Iターンで農家になった会員による新たな

発想での試みや、循環型農業に取り組

んでいる団体などとの連携も視野に入れ

ながら、今までにないアプローチで農山

村の活性化に繋げようとしています。

農山村の活性化を図るために

農家と大学生との絆

つなげるつながり

平成29年農村ワーキングホリデー
受入農家と学生の交流会での集合写真

初めて実施された農村ワーキングホリデー
受入農家と学生の交流会での集合写真

稲刈り作業での一枚

枝豆を収穫している様子

5年間の活動による効果検証が報告された
農山村再生セミナー

「今後の目標と実現化に向けて」
と題して行われたワークショップ
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代表／渡辺　文好　　設立／平成11年８月11日

ひめかゆ協力会
［問い合わせ］
　事務局（協栄電工㈱千田）TEL：0197-28-0555
　メール：info@kyoeidenko.co.jp

花いっぱい大作戦活動前の
フラワーガーデンの様子 仮置きしていたアジサイをひめかゆに運ぶ様子 アヤメを植栽する地元ボランティアの人たち

植栽したアジサイの散策路

植栽がすべて終了し満面の笑みを浮かべる参加者

　市民の憩いの場である焼石クアパー

クひめかゆは、平成20年６月に発生した

岩手宮城内陸地震で甚大な被害に見

舞われ、約１カ月間営業を停止せざる

を得ない状況に陥りました。その現状を

目の当たりにしたひめかゆ温泉と取り引

きのある企業と地元有志が立ち上がり、

「ただ見ているだけではなくひめかゆ温

泉を盛り上げるために自分たちができる

ことを考え、サポートしたい」との思い

から、平成20年８月にひめかゆ協力会

を設立しました。設立後は、ひめかゆ

温泉周辺を中心とした環境整備やひめ

かゆ温泉での各種イベント運営にも携わ

り、地域の観光振興の一翼を担ってい

ます。

　ひめかゆ温泉の南側斜面にあるフラ

ワーガーデンは、かつて季節ごとに多彩

な草花が咲き誇り地元の子どもたちや

家族連れの憩いの場として親しまれてき

ましたが、管理が追いつかず、荒れ果

てた状態になっていました。平成25年の

胆沢ダム完成とともに、フラワーガーデ

ンを横断する形で設置されていたベルト

コンベアが撤去されたのを機に、同会

はフラワーガーデンを甦らせることを決

意し、平成26年４月より「『甦れ、フラワー

ガーデン！！』ひめかゆ周辺花いっぱい

大作戦」と名づけた活動を開始。地元

住民やボランティアに協力を求め、約１

ヘクタールもの広さがある斜面の雑木の

伐採、草刈作業を行い、アジサイの植

栽を実施しました。フラワーガーデンで

植栽されたアジサイは、胆沢区内を南

北に走る広域農業道路「アジサイロー

ド」が県道に昇格したことに伴い、撤

去された多くのアジサイを同会が譲り受

けたものです。活動の初年度は、同会

会員や一般市民ボランティア延べ176人

によりアジサイ約300株の植栽作業を行

いました。翌年には、アジサイ約200株

のほか、アヤメ、スイセンも合わせて植

栽しました。平成28年度以降は、奥州

市市民提案型協働支援事業補助金の

活用により、定期的な除草作業や環境

整備を継続的に行っています。この活

動には、４年間で約460人ものひとが携

わり、譲り受けたアジサイをすべて植栽

しました。渡辺文好会長は「４年かけて

無事に終わることができてひと安心した」

と活動の喜びを話します。また、フラワー

ガーデン散策路のための階段も整備し、

開放的な空間と憩いの場として甦らせる

ことができつつあります。

　フラワーガーデンは、多くの人の協力

で無事にアジサイなどの植栽を終了する

ことができましたが、スキー場の跡地の

ため急な斜面であることから、頂上部ま

で登る人が少ないことが今後の課題に

なっています。「これからも環境整備を

続け、フラワーガーデンの斜面を活用し

たイベントの開催を企画し、若い人にも

興味を持ってもらえるような場所にした

い」と渡辺会長は語ります。同会は、

ひめかゆ温泉のサポートを続けながら地

域の人や観光客に足を運んでもらい、

より良い癒しの空間を提供するための活

動をこれからも精力的に続けていきま

す。

よみがえれ！　フラワーガーデン

より良い空間へと

ひめかゆ温泉を盛り上げたい
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　室町時代後期にはすでに築かれ、今

も地元の人が敬意をもって「お館山」と

呼ぶ岩谷堂城址。本丸周辺は旧江刺

市によって史跡公園として整備されまし

たが、二ノ丸跡地にあったグラウンドは

岩谷堂高等学校移転を機に雑草が生い

茂り、貴重な歴史的景観を損なうもの

となりました。そういった現状を何とかで

きないかと郷土の歴史に詳しい江刺史

談会の会員が中心となり、市民への幅

広い呼びかけの下、歴史遺産としての

周知と保存顕彰を目的に平成25年３月

に「岩谷堂城址顕彰会」を設立し、現

在は会員101名での活動をしています。

　岩谷堂城に関する絵図面は数多く残さ

れていますが、お城のイメージをよりリア

ルに表現しようと平面図ではなく俯瞰図

として復元をするため、平成28年度に市

民提案型協働支援事業補助金を活用。

地元の画家らの協力で完成した俯瞰図

は、さらに多くの人に見てほしいとパネル

化したものを学校や公共施設などに寄贈

しました。また、俯瞰図入りのガイドマッ

プ「岩谷堂城址散策ガイド」を作成した

ことにより、訪れた人が遺跡の内容を確

かめながら現地を散策できるようになりま

した。今年度は、同補助金の活用により

岩谷堂地区振興会の支援も受けながら

現地周辺への誘導案内板を設置し、現

地を訪れたい市民や観光客のための利

便を図っています。

　設立当初より会員を対象とした現地視

察を毎年行って知識向上に努めている同

会は、類似遺跡の佐沼城・寺池城・岩

出山城・亘理城・角田城（宮城県）、

九戸城（岩手県）などさまざまな城址へ

赴いています。そして、歴史的背景だけ

ではなく保存・管理状態なども確認し、

保存顕彰の在り方と現状の課題について

共通認識を深めています。市民向けの見

学会や講演会では、参加者が少しでも

歴史に興味を持ってくれるようにと、堅苦

しい内容ではなく分かりやすくバラエティ

に富んだ内容を心掛け、参加者を楽しま

せています。会長の荻田耕造さんは「我々

の活動が徐 に々認知され、岩谷堂地区

振興会と共催で現地見学会を開催するま

でになった。少しずつではあるが地域住

民の皆さんにも岩谷堂城址の魅力が伝

わってきている」と活動の喜びを語ります。

　縄文時代から近世にかけての歴史が眠

る岩谷堂城址は保存状態が良好で、県内

における中近世史を解明する重要な遺跡

とされています。これまでの活動で浮き彫

りとなった管理の不十分さを課題として訴

え、景観の整備と可能な限りの復元、さ

らには史跡指定の実現に向け各行政機関

に働きかけていきたいと話す荻田会長。

　今後の活動としては、地元の歴史を学

んでほしいとの思いから子どもと保護者を

対象とした体験型の事業を増やし、貴重

な歴史資源を次世代に繋げるための活

動に取り組みたいと考えています。そして、

来年度は俯瞰図入りの説明看板を現地

に設置し、将来的には二ノ丸を立体化し

た模型を作成することを目標としています。

　岩谷堂城址顕彰会は、関係諸団体

と連携して歴史・教育・文化・観光資

源としての活用と遺跡の保存顕彰のた

めの活動をこれからも続けていきます。

「お館山（岩谷堂城址）」を守りたい

魅力を伝えるために

貴重な歴史資源を次世代へ

岩
谷
堂
城
址
の
歴
史

を
多
く
の
市
民
に
伝
え
た
い

代表／荻田　耕造　　設立／平成25年３月９日

岩谷堂城址顕彰会
［問い合わせ］
　会長（荻田）住所：奥州市江刺区南町4-32
　TEL：0197-35-1569

俯瞰図として復元した岩谷堂城二ノ丸

研修で訪れた岩出山城址政宗像前での集合写真

岩谷堂城址の歴史に聞き入るウォーキング参加者

古文書を頼りに辿り着いた
宮城県一迫旧清水村の伊達国隆公墓地

誘導案内板の設置により
現地までスムーズに行けるようになりました

遺跡の内容を確認しながら散策できる
「岩谷堂城址散策ガイド」



　奥州市民活動支援センターは、市民と企業・行政との協働
によるまちづくりを目指すさまざまな活動を支援するための
奥州市の施設です。団体・NPO法人の設立、運営、活動資金
など市民活動に関する相談に応じるほか、会議室などの利用
もできます。

伝言板

編集後記 奥州市民活動支援センター

〒023-0801
岩手県奥州市水沢区字横町2番地1メイプル地下1F

［TEL・FAX］0197（22）4200
［HP］http://npo.oshushi.com/

［開館時間］月～金／10：00～21：00

土～日／10：00～17：00

［休 館 日］祝祭日、年末年始（12/29 ～1/3）

この情報誌に関するお問合せ
奥州市協働まちづくり部地域づくり推進課

TEL：0197-35-2111
［Facebook］

https://www.facebook.com/oshu.chiikidukuri
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　今年度最後の「irori」の発行となりました。これまで取材にご協力していただいた団

体の皆さま、「irori」を手に取り拝見してくださった皆さまに感謝申し上げます。

　10月までは頻繁に行われていた行事やイベントも11月からは数少なくなり、寒さも重なっ

たことから外出するのも億劫になり引きこもりがちになってきました。これからの時期は体

重コントロールを意識しなければお正月明けにはとんでもない体重になり兼ねません。か

といって家で筋トレやランニングをするかというと絶対にやらない自信があります……。

　そこで思い至ったのが仕事中のトレーニング。階段を一段抜き、大股で早歩き、昼休

みにはジムに行ったりと地道に現状維持に取り組んでいます。みなさんも日頃の運動を

心掛けてみてはいかがですか？

　水沢の街なかを歩きながら眺めのいい所、気に入った所、水沢らし

い所など街の楽しさを探し出す景観点検、散策ルートのモデルコース、

散策マップ作成の検討を行うワークショップの参加者を募集します。

【日時】第１回／平成29年12月16日（土）午後１時～６時
【日時】第２回／平成30年１月13日（土）午後１時～６時
【ワークショップ会場】第１回／奥州市民活動支援センター会議室
【ワークショップ会場】第２回／市民プラザマッセ多目的ホール

※いずれも水沢区字横町2-1メイプル地下1階
【点検実施場所】
　第１回／（仮称）乙女川ルート（仮称）武家屋敷ルート
　第２回／（仮称）横町・水沢公園・駅通りルート（仮称）城址ルート

【定員】先着20名　※定員になり次第〆切
【申込期限】平成29年12月10日（日）
【申込資格】高校生以上で原則２回とも参加可能な方
【申込方法】住所・氏名・年齢・連絡先を申込先にメールまたはFAX。
【申込・問合先】特定非営利活動法人イーティーシー
　TEL：0197-47-6092　FAX：0197-47-6093
　メール：kankyo47@mx4.et.tiki.ne.jp

　地域の中の暮らしに潜在するホンモノの支え合いを考え、事例を

通じて地域での繋がりの手法を学ぶ公開講座を開催します。

【日時】平成30年１月26日（金）午後１時30分～４時
【場所】奥州市文化会館Zホール　中ホール
【場所】（水沢区佐倉河字石橋41）
【内容】基調講演、活動事例紹介　ほか
【講師】ご近所福祉クリエーター 酒井保 氏
【定員】500名
【申込期限】平成30年１月16日（火）
【申込・問合先】奥州市社会福祉協議会　地域福祉課
　TEL：0197-25-7171　FAX：0197-25-6690
　メール：info@oshu-shakyo.jp

　手話を通じてろうあ者との交流を図り生活上の様 な々問題を理

解し、その情報を社会に周知させることで障がいを持つ人 の々社

会参加をサポートします。体験・見学だけでも大歓迎です。

【日時】毎週木曜日　午後７時～８時45分
毎週金曜日　午前10時～12時

【場所】奥州市民活動支援センター会議室
【場所】（水沢区字横町2-1メイプル地下1階）
【年会費】500円　※体験・見学は無料です。
【問合先】奥州市民活動支援センター　TEL/FAX：0197-22-4200

　バレンタインの料理教室です。託児付きなのでゆっくり楽しんで

いただけます。

【日時】平成30年２月16日（金）午前10時～12時
【場所】水沢地区センター調理室（水沢区字聖天85-2）
【申込受付】平成30年２月１日（木）～２月９日（金）
【定員】10組　※定員になり次第締切り
【参加費】500円（材料費）
【講師】カフェ・ウンマー　及川麻梨絵 さん
【申込方法】FAXまたはメールにて「氏名・お子さんの名前・年

齢・連絡先」を明記の上お申込み下さい。追って折り返しご連
絡致します。

【申込】胆江地域子育てサポートネットワークわらしゃんど
　FAX：0197-35-5554　メール：warasyando@gmail.com

【問合先】事務局佐々木　TEL：090-5184-7336

　平成29年度ステップアップコースに認定された16団体の実施

事業の実績報告会を公開プレゼンテーションにて開催します。あわ

せて、平成30年度提案事業募集開始にあたり、制度内容、提案方

法などの説明会を開催します。

【日時】平成30年１月28日（日）午後１時～５時
【場所】奥州市民活動支援センター会議室
【場所】（水沢区字横町2-1メイプル地下1階）
【参加対象】市民公益活動団体、一般市民　など
【参加料】無料
【問合先】奥州市協働まちづくり部地域づくり推進課
　TEL：0197-35-2111（内線321）

　ことしで開講６年目を迎えるISAWAダンスアカデミーの発表会

があります。

　ジュニアコースによる可愛らしいダンスや、マスターコースによる

キレのあるダンスなど、内容は盛りだくさんです。そのほかにも、岩

手県内で活躍されている団体の出演も予定しています。

【日時】平成29年12月17日（日）
【日時】開場/午後２時30分
【日時】開演/午後３時
【場所】胆沢文化創造センター　大ホール
【入場料】無料
【問合先】胆沢文化創造センター　TEL：0197-46-2133

歩いて楽しいまちづくり～水沢編～
景観点検・ワークショップ

平成29年度ご近所福祉スタッフ養成公開講座

手話サークルZ

託児付き料理教室
ママからの手作りバレンタイン

市民提案型協働支援事業
実績報告会＆制度説明会

ISAWAダンスアカデミー発表会


