4/28(土) 関山隧道＆嶺渡り
恒例の「関山隧道＆嶺渡り」、浅井氏（天童山の会）、阿部氏（万世大路
研究会）、鈴木氏（みやぎ街道交流会）の3人にご案内いただき、総勢32
名で、街道歩きを楽しみました。
事前の下見(4/21)では、宮城側関山峠部の「やらいはりし所」まで、昔
の古道に忠実なルートの刈り払いを実施しました。
ミヤギテレビの同行取材もあり、4/27の夕方のニュースeveryにて「街道
歩き」の魅力とは・・・で取り上げられました。広く一般の方にも知られ、すれ
違う人もあり、通年でも探訪される方が増えているようです。
最後は、作並温泉（岩松旅館）で団子を食べながら、振り返りのお話と、岩
風呂で汗を流し、さっぱりして帰路に着きました。
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◇関山街道フォーラム協議会とは◇
関山街道フォーラム協議会は、関山街道沿線で活動している市
民活動団体・企業・行政等が、地域の自然、歴史、文化、風土等の
豊かな自然を掘り起こし、活用しながら地域活性化を目指している
団体です。
平成23年12月に実行委員会を発足し、平成24年5月に「関山街
道フォーラム」を開催しました。その後「土の道部会」を立ち上げマッ
プ作成や探訪会等の活動。また、関山街道と並行して走る仙山線
に焦点をあてた事業開催のため「鉄の道部会」を立ち上げ仙山線
の選奨土木遺産認定（H26年）に取り組みました。平成24年12月8
日に「関山街道フォーラム協議会」として名称を改め、地域の魅力
を発信していくことを目標に活動を継続しています。

リレー巻頭言

快適な時間と空間を提供
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5/27(日)総会・講演会

■会場 ：広瀬市民センター

■参加団体■

【第１部】
〇講演 テーマ：「城下町仙台と周辺街道」
木村浩二氏 (宮城学院女子大学講師)
ＮＨＫ 「ブラタモリ 仙台編 」のナビゲータ
【第2部】 活動事例発表
・仙台西国VSP連絡協議会 会長 森山 清治 氏
・大倉ふるさとセンター センター長 菅澤 修治 氏
・奥新川自然振興会
会長 内嶋 秀司 氏
★コメンテーター
宮城学院女子大学学長 平川 新 氏

●総会32名 講演会は一般の方
約36名で、70名近くの方の参加。
●木村氏からは、長町利府断層
が仙台の歴史を変えたとか、政宗
の造った山城の話など、地形図か
ら読み解く歴史のお話や関山街
道の変遷などについて、楽しくわ
かりやすくご講演をいただきました。

7/16(月・祝) 関山街道作並地区を巡る探訪会
「関山街道開鑿殉難之地」の碑での慰霊の集いと隠れ滝探訪
今年は、一般の方5名にも参加いただき、坂下御番所跡でささやかな慰霊
の集い（明治13年7月21日この地で火薬の爆発事故が起きて23名の方
が亡くなられ慰霊碑が建てられています）を行いました。
●コース：坂下御番所跡－日暮らしの滝・隠れ滝—湯神
神社～二つ岩散策／（参加者：15名）

＊オブザーバー＊
・仙台河川国道事務所
仙台西国道維持出張所
・宮城県震災復興・企画部
震災復興政策課
・山形県村山総合支庁
総務企画部 総務課 連携支援室長
・ＪＲ東日本 仙山線愛子駅

小野寺 裕史氏

敬称略

作並温泉旅館組合
みやぎ建設総合センター
八幡地区まちづくり協議会
広瀬川市民会議
仙台西国VSP連絡協議会
定義観光協会
ニッカウヰスキー㈱仙台工場
愛子の郷交流会
大倉ふるさとセンター
宮城地区郷土史探訪会
ひろせの底力
仙台･作並回文の里づくり
実行委員会
土木学会東北支部
みやぎ街道交流会
みちのく鉄道応援団
仙台市宮城総合支所
仙台市広瀬市民センター

よろしかったら、スタッフ等として一緒に活動してみませんか！

（湯づくしサロン 一の坊 支配人）

今年4月より、新しく作並温泉旅館組合の組合長になりまし
た一の坊の小野寺と申します。 現在、作並温泉は今年五月
に”都の湯”様が開業され、六軒の宿施設が営業しております。
迫りくる山々や美しい広瀬川の恵まれた環境を最大限に活
かし、各宿 のコンセプトに基づき、商品力を磨くことで価値を
表現して、お客さまから選ばれる宿を互いに目指しております。
私たちが地域に貢献できることは、全国＆海外から来てい
ただいたお客様に宿泊を通して、快適な時間と空間を提供し
て、作並地域の素晴らしさを体感していただくことだと思いま
す。
町内会の皆様やラサンタ・作並振興協会・ 関山街道フォー
ラム協議会の皆様と協力して、微力ながら作並地区の安全安
心の暮らしに役立って参る所存でございます。

作並駅花植え

トレイルランニング

●団体会費5,000円●個人会費2,000円●賛助会員一口1,000円

発行：関山街道フォーラム協議会
（会長：平川 新

宮城学院女子大学学長）

■問い合わせ先：事務局（横山）まで
090‐7939‐1855 (18:00以降でお願いします)

HP: http://sekiyamaforum.web.fc2.com/
Facebookもぜひご覧ください！

さくらんぼ号

スイーツフェスティバル

愛子宿めぐり実行委員会

オープンCafé『ぷらっと・寄り道』

９/２９（土） 案内標識柱等が完成したことを
記念し、除幕式で地域をあげてお祝いしました

関山街道の魅力を伝えています
■4/28（土）～すずめ踊りと八幡子供寄席～①
・正統のすずめ踊りを伝え残したいと奮闘された、
加藤晴美（仙台すずめ踊り連盟副代表幹事）さん
の熱い思いが伝わってきました。
・落語は岡本朱里（青葉亭ずんだもづ）さんの演目
「動物園」で笑わせていただきました。
【会場】広瀬市民Cセミナー室／参加者23名
加藤晴美氏の整調すずめ踊
りや立ち上げ時のお話

みんなで
踊りました
そろって記念撮影

青葉亭ずんだもづさんの子供寄席

土の道部会

●関山街道の昔の愛子宿の情景がわかるよう
な歴史・史跡案内図や愛子宿内の11ケ所の
「案内表示板」が、町内会や地権者の方のご協
力で設置されました。
●愛子宿めぐりのＨＰを立ち上げ、ＱＲコードを
利用し多言語化のガイド案内を行っています。
（http://www.ayasi.info/）

主催：作並温泉旅館組合

鉄の道部会

◆「なつかしの12系客車に乗る 山形から仙台への旅」の特別列車運
行に合わせて開催される、作並駅感謝祭へ協力して
・協議会構成団体の「仙台・作並回文の里づくり実行委員会」で公募、
収集した仙山線各駅を読み込んだ回文が出そろったことを受けて、
～仙山線の魅力再発見 駅めぐりの旅～ をテーマにパネル展示を
作並駅通路で行いました。（湯のまち作並観光交流館 ラサンタ でも
展示）
展示パネル
・仙山線駅名由来について
【ＪＲ東日本よりデータ提供】
・仙山線駅名入り回文の旅
【作並・回文の里実行委員会】
・仙山線駅名全図／仙山線唱歌の紹介【「仙山線の魅力再発見」より】
・仙山線交流電化工事の写真 【東北福祉大学・鉄道交流ステーション】
・仙山線の列車写真
【写楽人】

愛子駅前の設置状況

・会 場：津島祇園社（青葉区上愛子蛇台原）
【内容】 参加者約160名
・除幕式
10:00～10:30 諏訪神社の神主さんのお祓い
・広瀬小学校の子ども達による探訪会参加への感想文発表
・セレモニー 10:40～11:30 龍神太鼓、すずめ踊り、よさこい踊り
※仙台市教育局から、佐藤生涯学習部長さんに
出席いただきました。

９/８（土）作並駅感謝祭

秋山実行委員長と
子供たち

●ED75に牽引された12系客車が到着した１０：１１～ホームは、撮影
する鉄道マニアの方や乗車された方で大変賑わい、みなさん雀踊り
や団子のおもてなしに感謝し、記念の旅を満喫されていました。

カフェしながらのお話

■7/22（日）～ゆかたで定義まいり～②
共催：定義観光協会
作並駅通路での展示

・西方寺の洗心亭翠光庵で、着物の着付け
をして、ご住職のお話しや、定義節や定義小
唄を歌って踊って！
・午後は、ゆかたではんなり、みっちゃんの楽
しい定義ガイド、やはり最後は定義の三角油
揚げを味わいました。
【会場】定義五重塔前の茶室（洗心亭翠光
庵）／参加者14名

ホームの賑わい

特別列車

5/14（日）JR大回り乗車の旅
～南東北ローカル３線旅企画～

来賓のあいさつ

愛子宿めぐり実行委員会や町内会、除幕式開催にに向け
お手伝いいただいたみんなで記念撮影

セレモニー
上 よさこい踊り/下 すずめ踊り

＊仙台市協働のまちづくりの実践で
最初のガイドは五重塔から

混声合唱団 音里遊の皆さんに
よるオープニング：仙山線唱歌

・20の事例に関山街道フォーラム協議会の活動を取り上げ
ていただきました。

昨年「仙山線全線開通80周年記念関連」として開催した
イベント、JR大回り乗車の旅もすっかり定着。1区間の値段
で1日、ワイワイがやがや遠足気分でみんなでお話しや、車
窓風景をゆっくり楽しむことができ、ドライブと違った魅力が
人気です。

車窓を眺める
会場の洗心亭翠光

住職さんのお話し

定義節や定義小唄の披露

ラサンタでの展示

ジュニア―リーダー「くまっこ」
も参加

貞能堂（御廟）内の見学
福島駅ホームにて記念撮影

■１０/2１（日）～ハーブを愉しむ～③
・仙台ニッカサービスの鈴木長成さんによる講話
「ハーブの知識・愉しみ方」を伺いました。
・沢山のハーブをお持ちいただき、ハーブを使っ
た軽食やお茶もあって、みなさんすっかりハーブ
の虜になったようです。 【会場】湯のまち作並 観
光交流館 ラサンタ ／参加者36名

峠の力餅も魅力
です

話がはずむ車内の様子

米沢駅ホームでお弁当タイム

山形駅での駅弁販売

今後の予定
講師の
鈴木長成氏

会場の様子

7/12「協働まちづくりの実践」の完
成記念交流会が開催され、関係者が一
同に会しました。協議会からは、工藤・
加藤副会長等に参加いただき、あらた
な出会いのきっかけとなりました。

事務局等にお問い合わせください！

■11/3（土・祝）：「関山隧道＆嶺渡り」宮城県側周回コース調査
■12/2(日)：ぷらっとカフェ④ 『デコパージュでトートバッグを作る』
【会場】 錦ケ丘ヒルサイドモール Curious Garb（キュリアスガルボ）
■1/26((土)：ＪＲ仙山線 全線交流電化５０周年記念講演
『仙山線交流電化と私』 【会場】落合市民センター
※まだ詳細確定していないイベントもあります。

