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主催：武田家を守る会
紫波町指定文化財「武田家住宅」は、紫波
町に残る南部曲がり家です。

9 月 8 日〜10 日（金〜日）

梅雨も明けて日差しがまぶしいこの頃で

茅葺屋根の葺き替え作業に併せて「武田家

石ケ森里山を一緒に作りませんか！

すが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

住宅に触れ合う日」を設け、町民、県民の皆

みらい通信 15 号は、みらい研究所と町内

さんに南部曲がり家を見ていただくことにし

主催：紫波みらい研究所 森と家づくり部会
是信房護持会、
彦部地区生活環境改善推進委員会
是信房のお花畑祭り実行委員会

の他団体の今後の予定をお知らせします。

ました。
また、茅葺屋根の葺き替え作業に使用する
南部茅がどのようにして作られているか、あ
るいは、武田家に伝わる古文書の展示・説明

９月１７日（日）
キッズフェスティバル２００６
「北の燿星たち」

紫波町の進める循環型町づくりにともに取

等により「南部曲がり家」に親しみを感じて
もらいます。

り組む活動の一環として、資源循環のひとつで
主催：野村胡堂あらえびす記念館

8 月 30 日（水）

ある森林資源の循環を図ることを目的として

わが心の郡山駅
日時 9 月 3 日（日） 10:00〜15:30

会場 野村胡堂あらえびす記念館芝生

場所 武田家住宅（紫波町上松本字境 89）
開催内容

「森と家づくりの部会」で森林学習、森林体験

新しき出会い―

等を実施しています。

（雨天の場合：彦部小学校）

今回の企画は、地元（彦部地区）の方と共催
主催：地元学部会

日程 12:00 開会

１ 見学及び講演

―なつかしき思い出

で國學院大学の学生と一般町民（公募）に参加

「伝承遊びの広場」
「出店」ＯＰＥＮ

①武田家古文書からひろったおもしぇ
話っこ

昔遊びの復活・紙芝居・茶道体験

していただき、山の現状を知ってもらうととも
平成１６年度に日詰郡山駅周辺に住んで

②南部茅ができるまで

「宮手鹿踊り」水分児童館

まいや暮らしの様子などについてお話を伺

③屋根葺き替え作業の見学・説明

「金山太鼓」佐比内金山太鼓保存会

うとともに、写真などの資料を提供いただき

「星山神楽」星山小学校

ました。平成１８年度は上平沢地区を対象と

２ 武田家の見学
３ 餅つき・餅ぶるまい

14:30〜 休憩 餅つき体験と試食
「堤島神社山車」大巻地区

す。その前に上平沢地区の皆さんに集まって

問合せ 武田家を守る会事務局 鷹木

「春日流 鹿踊り」花巻農業高校

いただき、今年度行う事業の説明、日詰郡山

16:00 閉会

ることにより森林環境が保全され、良質な木材
が取れ、森林資源の循環につなげられるという
ことを知ってもらいます。
また、日本のなつかしい農村風景のひとつで

して聞き取り事業を行う予定となっていま

見学費用 無料
ＴＥＬ 019-673-6483

に、間伐・枝打ち等を行います。山に手を入れ

いるお年寄りの皆さんから、昔の町のたたず

13:00 開園

もあった「里山」を再認識し、彦部地区住民に
よる、是信房の墓周辺の「里山」づくりにもつ
なげていきます。

駅のお話し会を開催します。

日

時 9 月 8 日（金）〜9 月 1０日（日）

場 所 是信房の墓周辺（彦部字石ケ森）
日時 8 月 30 日（水）10:00〜11:45
会員数

編集後記

内 容 08 日 間伐・枝打ち等

場所 崇敬者会館

（予定） 09 日 木出し作業等・交流会

平成１８年 8 月現在

今年度も早くも半分になりますが、ようやくみらい通信をお届け

個人会員：98 人

することができました。9 月 10 月はみらい研究所だけでなく、町

団体会員：2 団体

内の各団体の色々なイベントが盛りだくさんです。ぜひ皆さん奮っ

賛助会員：4 団体

10 日 施設見学
募集締切 9 月１日（金）
申込・問合せ 紫波みらい研究所事務局
※一日のみの参加も可能です。詳しくは事

てご参加ください！

務局にご連絡ください。
4

日詰 8 区公民館の発表会の様子

1

部会日

10 月 1 日（日）

９月１３日（水）１８：３０〜

第 14 回環境探検隊

井家御当主にお話しを伺い、さらには日詰にも
ゆかりのある大槻由生子さんの一人芝居を平

主催：森と家づくり部会、地元学部会
今年度から、地産地消部会、地元学部会、

きのことりを予定しています。

8 月 26 日（土）

井邸において上演していただくという企画を

東北学院大学オープン・リサーチ・セン

しています。

ター公開シンポジウム

森と家づくり部会は毎月第２水曜日に、みら
い研事務所で開催しています。

部会日 10 月 11 日（水）

各部会に入っている方、部会に興味のある

日時 8 月 27 日（日） 9:30〜11:30
主催

会場 日詰平井邸

東北学院大学オープン・リサーチ・センター

方はぜひ参加してください！
18:30 から、みらい研事務所で開催してい
ます。

紫波町の団体（会長：中野英明）「川を知
る会」が小繰舟ごんべえ丸を造ったことによ
り、東北学院大学でシンポジウムが行われる

10 月 21 日（土）〜22 日（日）
紫波町産業まつり

ことになりました。小繰舟ごんべえ丸建造の
意義を深め、小繰舟にまつわる紫波の歴史を
知る絶好の機会です。

紫波町で毎年開催されている産業まつりで
すが、紫波みらい研究所は今年も参加する予定
です。

9 月 15 日（金）

みらい研究所研修会

予定概要
リサーチ･センター研究テーマ

小繰舟「ごんべえ丸」

「北日本の河川―流通と生業―」

9 月 2 日（土）

公開シンポジウムテーマ

楽しくっておいしい！

「小繰舟と北上川舟運」
紫波みらい研究所が今後、地域の様々な課
題に取り組むために、ＮＰＯとして地域住民

ＮＰＯ法人地域パートナーシップ支援セン

会場 盛岡南ショッピングセンターNACS

ターとは

時間 13:00〜17:00

や企業・行政とどう係っていけば良いのかを

親子でキャンピング（一日だけのキャンプ）

入場 無料
人と人とのつながりで育む豊かな社会の構

会員皆さんで研修したいと思います。

築を目指し、学習支援、地域・社会貢献活動支

講師には東京の NPO 法人地域パートナー

主催：岩手県キャンプ協会紫波（公認インスト

問合せ どっこ舎
ＴＥＬ/ＦＡＸ

ラクター指導）
019-676-2669

援、環境保全の取り組みをしています。

シップ支援センター理事長小野紀之氏（みら

日時 9 月 2 日（土）10:00〜14:00

8 月 27 日（日）

い研会員）を予定しています。

内容 テントを立てよう・野外炊飯

シンポジウム歓迎企画

会員の皆さまの出席をおまちしています。

ポップコーンづくり

第 7 回紫波ふるさとお話し会

場所 長岡農村公園（長岡小学校西側）

日時 9 月 15 日（金）18:30〜20:30
演題

参加費 小学生 300 円 中学生以上 500 円

「地域パートナーとしてＮＰＯを目指

主催：どっこ舎

（保険代含み）

す〜紫波みらい研究所の過去・現在・

募集定員 親子 10 組（先着順）

未来〜」

どっこ舎では、東北学院大学オープン・リ

募集締切 8 月 25 日（金）

場所 中央公民館 2 階研修室

サーチ・センター公開シンポジウムに併せて、

※事務局まで出欠のご連絡をおねがいします。

3 年前から始めている「紫波ふるさとお話し

事務局 小笠原公

会」として今回、原敬生誕 150 周年の意義
詳細は別紙にて

ＮＰＯ法人地域パートナーシップ支援センター理事長
小野紀之氏 （写真中央）

２

問合せ・申込
ＴＥＬ/ＦＡＸ 019-672-3833

も考え「平井家と原敬首相」をテーマに、平
3

