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　百年の昔、海の彼方の国で生まれた歌い奏でる
魔法の箱。クラシックからポップスまで、全てを
見事に演奏します。
　「不思議な箱に魅せられた老輩の戯言です。」
と言われる古谷さんのお宅を訪れました。私たち
を迎えてくれたのは、黎明期の古典ラヂオと荘厳
な音の蓄音機でした。「わぁ～凄い」と思わず声
をあげ、感動してしまいました。
　ラヂオから蓄音機の虜になり、定年後に収集。

「本物の音は、言葉や文字で表現できるものでは
ありません。」と熱く語られる言葉に、キラリと
輝くものがありました。魔法の箱が奏でるいろん
なジャンルの音楽の世界に浸り、豊潤な時間を過
ごさせてもらいました。
　「是非、またゆるりと聴きに来て下さい。」と
のお誘いに、多くの方に魔法の箱からの音楽を聴
いていただきたいと思った一日でした。
（文／横山恵津子、写真／石田信彦、編集／馬場龍二・𠮷川助弘）
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うれしの生活創造しんぶん　Vol.104

　“田んぼと畑しかない”少子高齢化の富田地区
（人口約3,150人・約1,100世帯）を住みやすい町
にしたいとの思いでＨ18年、５年限度の県民交
流広場事業資金と各戸通年資金を活用し、区長さ
ん・営農組合・地域の方々が取り組まれた歩みが、
現在でも引き継がれています。千人以上の来訪者
がある夏祭り・三世代交流のグラウンドゴルフ大
会ともちつき大会・白菜キムチづくり・月２回の
ふれあい喫茶・味噌造り等、富田地区の皆様の力
で町が元気になっています。
　その中でも、加西市自慢の「富田の里味噌造
り」を取り上げました。みんなで原材料の青大豆
の種蒔きと取り入れから始まり、地区内営農組合

の栽培米を
蒸し、種麹
を擦り込み
発酵、青大
豆と塩を加
え攪拌・ミ
キサーで粉
砕と全てが
地産物と手

づくりです。２月と３月は毎日15名が交代で味
噌造りに参加され、4.5ｔの「富田の里味噌」が
出来上がります。Ｈ27年から一般市販を開始し、
リピーターが増え続け、地域の特産品となってい
ます。Ｈ28年から加西市学校給食に採用され
小・中学校に用いられ、子どもたちからも美味し
いと評判です。また、小学生による体験学習にも
取り組むことになり、青大豆の種蒔きから収穫ま
でを実施されました。子ども・若者から高齢者ま
で全ての住民が主役となって楽しめるコミュニ
ティづくりを実践され、地域の活性化を目指して
町づくりに取り組んでおられます。
　これからの課題は、事務局の整備と長く続けて
いくための人材育成、そして絶対必要な女性の力
の確保だと事務局長さんは話されました。
　それにしても、役員60名、そして４つの部会
（総務・農業振興・食品加工・三世代交流）をこ
なし、この事業を引っ張り継続されてきたその実
行力・情熱・地域力には、頭が下がりました。こ
れからもこのような素晴らしい地域活動を末永く
続けてくださる事を祈っています。

（文／柏原史枝、写真／増岡三恵子（一部提供）、
編集／高橋一彰・小岩一明）

北播磨の地域活動北播磨の地域活動北播磨の地域活動
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シリーズ

味噌造りを通しての地域活動
─富田まちづくり協議会（加西市）─

味噌造り風景

青大豆1.5ｔ収穫

代表の方々

広い畑で種蒔き



　「なか・やちよの森公園」は、里山の身近な
自然を親しめる多可町糀屋ダムの湖畔にある県
立の「ふるさとの森公園」です。公園の畑で小
麦を無農薬・有機栽培し、収穫・製粉と手作り
の自然食品だからこそ安心して召し上がってい
ただけます。コシの強さや麺の太さもお好みに
できます。ご家族で挑戦してみてください。

●作り方

（文／竹本早苗、写真／なか・やちよの森公園提供、編集／足立いつよ・橋尾三千代）

【材料】5～6人分【材料】5～6人分
中力粉：500グラム
　塩　：夏は25グラム、
　　　　春・秋は20グラム、
　　　　冬は15グラム
　水　：225～235cc

わたしの美味しい暮らしわたしの美味しい暮らしわたしの美味しい暮らし

今回のナビゲーターは…

　「ふるさと伝え語り」のお話を元に、「りゅうの物語」や
「よしつねとコクイ」等の紙芝居が小野市教育委員会から発
行されています。また、図書館独自で「おの　ふるさとす
ごろく」を作成しました。「ふるさと伝え語り」を読めば、
クイズの答えがわかり、どんどんコマを進められます。地
域に伝わる楽しいお話をもとに、家族で新たな小野市の魅
力を発見してください。
　小野市立図書館は、自分の必要とする資料に出会い、交
流しあい、学びあい、楽しみ、くつろぐことをモットーに
平成８年に開館しました。人口規模別貸出数では、11回貸
出冊数日本一となり、レファレンス（調査相談）は、２年連続
国立国会図書館より感謝状をいただきました。21万冊の蔵
書とスタッフが笑顔で皆様のご利用をお待ちしております。

『ふるさと伝え語り
（小野市）』

編集：小野の歴史を知る会
発行：小野市文化連盟

　小野市に古くから伝わる
民話・伝説・史話が地域ご
とに分けられて紹介されています。狐、天
狗・河童・龍などが人を助けるお話、義経や
城主が登場する武士のお話、百姓一揆に関す
るお話など全部で40話掲載されています。
　どのお話も地域の言葉で表現され、大人か
ら子供へと大切に語り伝えてきた人の温もり
が感じられます。

（文／鈴木増子、　　　　　　　　　　　
写真／藤本正恵・小野市立図書館提供、
編集／中島千秋・増岡正代・上月　博）

北播磨地域には、本の楽しさを伝える
ナビゲーターが数多くいます。そんな
ナビゲーターに、おすすめの本を紹介
してもらいました。

おすすめ！

第9回

ぐぐっと！本棚ぐぐっと！本棚ぐぐっと！本棚ぐぐっと！本棚
小野市立図書館

北播磨地域で生産されたものを使った料理レシピを紹介します。
「美味しいもの」をいただいて元気になりましょう。

第18回
ふみふみ、のびのび、つるつる手打ちうどん
なか・やちよの森公園講師　伊藤恵美子さん（多可町）

①粉を混ぜる：粉と塩水を空気も、一緒に混ぜる。塩水は少し残し、生地の硬
さをみて、調整する。生地がそぼろ状になってきたら、固める。

②足ふみ：生地をビニール袋に入れ、足の踵に力を入れて踏む。ある程度延
びたら、端を内側に折り込むようにして畳んで踏む。４～５回繰
り返す。

③寝かし：生地をビニール袋に入れて、乾かないように、30分以上寝かす。
④足ふみ：②の足ふみを２回ぐらい繰り返し、長方形に整える。
⑤延ばし：麺棒で３～４㎜の厚さに延ばす。
⑥切　る：片栗粉を打ち粉にして、屏風だたみにし、３～４㎜巾に切る。
⑦茹でる：たっぷりの沸騰したお湯に、麺をほぐしながら入れ、11～13分、

茹でる。茹で具合を確認して、流し水でぬめりを取る。

わ だ ま ゆ

和田真由さん
（小野市立図書館 司書）



健康と生きがい　楽しくプレー
　グラウンドゴルフは、国の生
涯スポーツ推進事業の一つで、
ルールは簡単、年齢・性別・体
力・運動能力などにも影響され
ない。健康増進につながり、仲
間との交流が楽しめる生涯ス
ポーツである。
　「高齢者の健康づくり、生き

がいづくりにグラウンドゴルフ
をしよう。」と当時の嬉野台生
涯教育センター所長の提唱で結
成され、25年の長きにわたり
続いている。今では150人を超
えるまでになっている。
　第１木曜日が月例会、朝礼後
のラジオ体操を終えると、明る
い元気な声がグラウンド一杯に
広がる。「ナイスショット！」
「入った！」「ホールインワ
ン！」など声があがり、どの顔
も生き生きしている。１位～
10位、ホールインワンは表彰
される。
　参加女性に尋ねると「私の元
気の秘訣は、皆に元気をもらい

ラジオ体操

25周年記念大会の賞品 ナイスショット!!
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ぐぐっと！北播磨　Vol.104
編集／うれしの生活創造プラザ うれしの生活創造応援隊
発行／公益財団法人　兵庫県生きがい創造協会　
　　　嬉野台生涯教育センター
　　　〒673-1415　加東市下久米1227-18
　　　E-mail:ureshinoplaza@hyogo-ikigai.jp
　　　http://www.hyogo-ikigai.jp/ureshino-bo/ureshino/plaza/
★イラストの一部は応援隊が描いています。
★年3回、3,000部発行し、北播磨地域の公民館や病院、
店舗などに配布しています。

ながらグラウンドゴルフをする
こと。」「参加賞のティッシュ
１箱が私の心を和ませてくれる。
私の生きがいです。」と笑顔で
元気な返事が返ってきた。

（文／写真／上月嘉和、　　　　　
編集／初田ちづ・中前勝美）

　104号も、私たち応援隊が見つけた北播磨の情報です。今の
世の情報化やグローバル化は、目を見張るばかりです。たちま
ち様々なことを知ったり調べたりすることができます。一方、
身近なことでも知らないことがたくさんあります。「ぐぐっ
と！北播磨」が、ちょっと時間があれば足を運び、自分で
見・聞き、喜び楽しんでいただける一助になれば幸いです。

（文／片岡幸代、編集／柳田みどり・北田芳博）
次回予告 次回は、7月1日発行となります。お楽しみに。

登録グループさん、こんにちは・・・

東播磨グラウンドゴルフ協会（加東市）
●発足：平成4年11月　●会員数：150人

おにおいおどり

うれしの円卓うれしの円卓〈Vol.30〉

うれしの
春のフェスティバル2018
♪嬉野台へ Let's GO♪
期日：平成30年5月4日（金・祝）
場所：県立嬉野台生涯教育センター
子供から大人まで楽しめる

イベントが盛りだくさん！
北播磨の魅力を一挙に紹介します。

〔問い合わせ先〕TEL：0795-44-0714

嬉野台生涯教育センターの取り組みや催しものを
心ちゃんがリポートするコーナー
こころ①北条節句まつり（加西市）

期日：平成30年4月7日（土） 10：00～18：30
平成30年4月8日（日） 10：00～20：20

場所：住吉神社・北条町周辺
内容：祭典 浦安の舞、神輿・屋台の街中巡行と宮入、龍

王の舞、鶏合わせ（平安時代より伝統を受け継ぐ）
お問い合わせ：加西市観光案内所　電話：0790-42-8823

②朝光寺“鬼追踊”（加東市）
期日：平成30年5月5日（土・祝）
場所：加東市畑　国宝 朝光寺
内容：加東三大舞踊の一つ、翁１人と４人の鬼方（松

明の赤面鬼、斧の青面鬼、錫杖の黄面鬼、太刀
の黒面鬼）が勇壮に舞い、五穀豊穣、無病息災
を祈願する。（県指定重要無形民俗文化財）

お問い合わせ：（社）加東市観光協会　電話：0795-48-0995
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