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　和菓子作りに魅せられ、「店頭に並ぶ和菓子と
同じものが出来た時」達成感と喜びを感じるとの
こと。その過程は、細心の衛生手洗いから始め、
四季に応じた果物や野菜の「自然の味」「素材を
生かす」そして、アイデアと工夫を繰返し、添加
物や防腐剤を使用しない衛生上可能な冷凍保存で
きる見映えのよい美味しい和菓子作りを心掛けて
おられます。今ではその数、優に100以上のオリ
ジナルレシピを考案されています。元々は会社員
であり、定年後の健康管理と趣味を見つけるこ
とから和菓子教室に通い、自宅でお菓子とお茶

のギャラリ－を開かれました。その後、平成17
年４月グループ教室和菓子「華」を起ち上げ、
講師として和菓子作りを教え、その技術を一人
でも多くの方に伝承したいとの思いを込めて今
も指導されています。そこで、「華やかな和菓
子」のいただき方を聞いてみますと「静かに　
ゆっくりと　気楽に味わいながらいただくのが
一番かなぁ。そして、美味しいという声を聞け
た時が、一番嬉しいですね」と優しく微笑んで
おられました。
（文／小岩一明、写真／高橋一彰、編集／増岡三恵子・岸本好子）
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和菓子は美食の華
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　下三原の氏神は、貴船神社です。天文10年
（1541）、八千代区中野間地区の花の宮に鎮座す
る貴船神社から分社しました。祭神は、高靇神・
宇気母智神です。氏子二人が１年交替で「神主」
として世話をします。伝統行事の中で知られてい
るのが、元日に行われる雨乞の「雨散散」〔ゆう
わらわら・ゆうば
らばら〕と呼ばれ
る神事です。貴船
神社本殿の脇に立
つ八幡神社で行わ
れます。神主二人
は、年末に村の
「しきみ山」へ、
榊・樒・藤かずら
を取りに行きます。
１月１日の早朝、
神主は、樒・藤か
ずらと四つの木椀
に盛った白むしなどの供物を準備します。氏子た
ちは、樒の枝に藤かずらで作った三つの輪を付け、
半紙に包んだ洗米を水引きでくくり付けた後、社
前に集まります。
　神主の一人が祝詞を
奏上、もう一人が「お
祝い申す」と言いなが
ら柄の付いた木杯に入
れた御神酒を氏子たち
の頭上に振りまきます。
氏子たちは、樒の小枝
を振りながら、「雨散
散」と唱えます。これ

を３回繰り返します。「樒に御神酒のしずくが多
く付くがよい」と伝えられ、樒の小枝は持ち帰っ
て雨戸の戸袋付近に挿します。かつては、苗代田
を作る時、水口のあたりに挿して、その年の五穀
豊穣や無病息災を願いました。
　下三原では、天明年間（1781～1789）に大旱

魃があり、八幡神
社に雨乞い祈願し
たものが始まりで
あると伝えられて
います。
　御神酒は、かつ
て市販の酒が使わ
れていましたが、
14年前から集落
でできた山田錦を
酒造会社に送って
醸造してもらい、
神事に使っていま

す。その名も「雨散散」。おらが村のおらが酒
です。
　遊び心も込めつつ、地域活性化の一翼を担って
います。

下三原区長のコメント
　時代の変化、生業の変化の中で暮らしの足
元がぐらついているように思います。村の生
活史から見れば変化の50年は、わずかな期
間。伝統を忘れずに守り、明日を紡いでいき
たいものです。

（文／橋尾三千代、足立いつよ、
写真／那珂ふれあい館提供、編集／竹本早苗）

北播磨の地域活動北播磨の地域活動北播磨の地域活動
№64

シリーズ

五穀豊穣、無病息災を祈る
『雨散散』

─多可町八千代区下三原（多可郡）─
貴船神社八幡神社

「雨散散」と唱えてシキミを掲げる氏子

おらが酒「雨散散」

ばらう ばら



①きゅうりを塩もみし、５分後水洗いをします。
②長さ1／4、縦1／4に切ります。
③「ず」をカットします。「ず」とは、種を含んだ部分のことです。「ず」を
カットしないと水っぽくなります。

④氷水で５分間冷やします。シャキシャキするように。
⑤水気を切り、タレに漬け込み、生姜の千切りをきゅうりの上にのせます。
⑥ごま油を熱して煙が出始めたら唐辛子を入れ、火を止めます。
⑦きゅうりの上に回し入れ、冷めたら冷蔵庫に入れます。

●作り方

（文／増岡正代、写真／鈴木増子、編集／今村義明、有賀文子）

【材料】
Aきゅうり　　５本
生姜千切り　適宜
ごま油　　　大匙２
唐辛子　　　２本

Bタレ
酢　　　　　1／2カップ
砂糖　　　　大匙２
醤油　　　　50㏄

今回のナビゲーターは…

　藤田さんは、「埼玉県には殆どの学校図書館で司書
が配置されていますが、加東市内の学校図書館には司
書は配置されてない現状です」と言われています。加
東市には中央、滝野、東条と図書・情報センターの４
か所に図書館があります。藤田さんは滝野図書館開設
以来この仕事に従事してこられました。ご存知の通り
加東市立図書館はここ13年
来、全国同規模の図書館中最
も貸し出し密度が高いのです。
この実績は加東市立図書館の
司書の方を始め職員の方々の
取り組みの成果です。

（文・写真／初田ちづ、編集／中前勝美、竹内貞美）

『読みたい心に火をつけろ！
～学校図書館大活用術～』

執筆者：木下通子著
発　行：岩波書店（ジュニア新書）

　さて、皆さんは学校図書館司書
を知っていますか？学校図書館で
司書として働く人のことです。本
と人をつなぐべく、日々奮闘しています。児童や生
徒たちとのやり取りも楽しい「『司書』ってどんな
仕事？」がわかるこの本を紹介します。
　「子どもたちは本を読みます。読まない子だって
読みたい気持ちはあるのです。」というと驚きます
か？ある小学校の先生が図書館の団体貸し出しを利
用して、「子どもたちはあんなに楽しそうに本を読
むんですね。びっくりしました。」と言われていた
のが印象に残っています。身近に本があれば子ども
たちは本を読むのです。

藤田智架子さん
（加東市立滝野図書館司書）

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10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

ふじ

　藤本正恵さんは、小野市在住。多趣味で好奇心旺盛。バ
イタリティに富み、あらゆる物事に挑戦、それらすべてを
自分の物にされています。今回はその中でも得意分野、お
料理で本領発揮です。夏を乗りきる簡単お手軽 “きゅうり
の中華風”。ごま油が香ばしく生姜がぴりっと爽やかな食
欲をそそる一品です。ご家庭で、一度にたくさんとれた時、
作り置きすることが出来て便利です。ぜひお試しあれ！

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
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19回
さっぱりきゅうりの中華風漬物

藤本正恵さん（小野市）

Let's start cooking

た ち か こ



楽しみながら ふるさと発見！
　「うれしの ふるさと たのし
み隊」は、うれしの学園におけ
るサークルとして、平成29年
５月に発足しました。北播磨地
域において楽しみながら、ふる

さとを再発見し、ふるさとの魅
力を広く地域内外に発信するこ
とにより、地域交流の輪を広げ、
地域の元気づくりに貢献するこ
とを目的にしています。ふるさ
と再発見にかかる調査研究、現
地見学会、講演会やイベントの
開催などを企画し実践しています。
　平成29年度は、12の事業を
企画・実施しました。６月の多
可町でのウエルネスウオーキン
グをはじめとして、平成30年
３月の三草山歴史講話とハイキ

朝光寺見学

三草山ハイキング

編

集

後

記

ぐぐっと！北播磨　Vol.105
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★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。

ングまで、200人近い参加のも
と楽しく活動しています。
　なかでも、行ったり来たり北
条鉄道の旅、上鴨川住吉神社の
神事舞見学、播州織の歴史など
の説明と見学、鯉のぼりづくり
や杉原紙紙すき体験などは、ふ
るさとの魅力を五感で楽しく感
じることができたとのことです。

（文・写真／北田芳博、　　　　　
編集／柳田みどり、清水貴美代）

眞 子 琢 仁：先輩から応援隊の話を伺い、自分変化のチャンス、
生き方を充実させる契機ととらえてチャレンジす
ることにしました。北播磨のことはよく知りませ
んし、情報のとり方やまとめ方もよく分かりませ
んが、先輩達にくっついて学び、楽しみながら、
お役に立てるよう頑張りますので、よろしくお願
いいたします。

有 賀 文 子：活動内容もよくわからないまま安易な気持ちで、
応援隊員を引き受けました。でも以前から自分の
住んでいる北播磨地域には、「どんないい事！」
があるのかと興味がありましたので楽しみです。
取材や編集等、不安は多々ありますが、メンバー
の皆様と共に、地域の新しい活動や情報をお伝え
出来ればと思います。

今 村 義 明：先輩からの勧めもあって、活動に参加させていた
だくことになりました。主たる活動は、地域活動
などの情報を「生活創造しんぶん」を通じて紹介
することと考えています。初めての経験であり戸
惑いもありますが、皆さんにご支援ご協力賜りな
がら、魅力的で楽しい情報をお届けできるよう頑
張ります。よろしくお願いします。

清水貴美代：この３月末に定年退職しましたが、これまでは、
仕事と家事などで時間に余裕がなく、お恥ずかし
いですが地域活動などには消極的でした。こんな
私に「生活創造応援隊」のお話を頂き、何ができ
るのか考えましたが、地域の皆さんと繋がり、
先輩方の活動などを知ることが、必要であると思
い参加させていただくことにしました。この活動
が、自分自身の第２の人生に刺激を与え、また、
地域で活動する人々に少しでも役立つものになる
ことを願って、楽しんで関わっていきたいと思い
ます。

岸 本 好 子：定年退職し、うれしの学園生涯大学に入り、４年
生です。パソコンに縁のない仕事でしたので、こ
の機会に習います。60～75才が人生の黄金期と
か、元気で楽しく地域に生きておられる黄金期の
方々中心にぐぐっとせまりたいです。経験不足で
すがよろしくお願いいたします。

竹 内 貞 美：地活（現大学院）７期生として入学、卒業後は同期
生と共に夏のそうめん流し・春フェスには物づく
りと食品販売などのいろいろな企画に参加してき
ました。暫く他の団体活動のため嬉野台から離れ
ていましたが、この度応援隊に参加することにな
り、不安もありますが、皆さんのご指導を得なが
ら努めたいと思いますのでよろしくお願いします。

　今年の、「うれしの春のフェスティバル2018」は心配された天候も、
全てのプログラムを終えた頃に、にわか雨がありましたが、約4,000
人の方々の参加を頂き無事終える事が出来ました。前年の反省も含
めステージの時間配分を検討した結果スムーズに進行しました。ま
た本年度より導入したパソコンでの抽選会も時間の短縮が出来て成
功裏に終える事が出来ました。沢山のご来場有り難うございました。
　今後も、皆様に親しまれる北播磨の情報をお届け出来るよう頑張
りたいと思います。

（文／石田信彦、編集／横山恵津子、眞子琢仁）
次回予告 次回は、11月1日発行となります。お楽しみに！

（西脇市）

し みず き み よ

（三木市）

まな ご たく じ

（小野市）

あり が ふみ こ

（小野市）

いま むら よし あき

（加西市）

きし もと よし こ

（加東市）

たけ うち さだ み

登録グループさん、こんにちは・・・

うれしの ふるさと たのしみ隊
●発足：平成29年5月　●会員数：20人

応援隊新メンバー紹介
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