
 

                   
 

大小

３年
市民生涯学習のつどいで昔話を披露 

２月 8 日にアンバーホールで行われた「市
民生涯学習のつどい」で、大川目小３年生が 
昔っこ語り隊として昔話を披露しました。 
平成２８年度から連続して４回目の出演と

なった今回、３年生１０名が３つの班に分か
れて大川目に伝わる昔話、「三人の怠け者」、
「虫歯の大黒様」、「山口柿とどろぼう」を披
露、センター事業である「語り部教室」、「む
がぁすむがすまつり」の成果が見事に発揮さ
れた堂々たるステージでした。 
毎年、最初の登場となる昔っこ語り隊です

が、寒さや緊張感にも負けず、大きな声が良
く通り、笑いを誘う昔語りの発表に、一緒に
見守り鑑賞した今昔亭光草師匠や後教育長さ
んからも、「大きな声」と「立派な大川目弁」
で「堂々と発表」した姿に、「大変すばらしか
った」と大きな評価をいただきました。 

3年生の皆さん、先生方、応援の皆様、大変
ありがとうございました。 

大川目市民

センター 大川目では、写真を始め、創作教室での「ク

生涯学習のつどいでは、市民や各市民センタ  ラフトテープによるカゴ」、放課後子ども教室 
ーの活動の成果の作品や写真も展示されました。 での作品を展示、大きな注目を集めました。 
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久慈市大川目市民センター TEL 55-3250 

センター報 

虫歯の大黒様：「大根の股かあをおそってけろ！」  

山口柿とどろぼう：「ためつぼに落ったあ！」  

大川目っ子チャレンジ広場（放課後子ども教室）での作品類 事業写真と作品類 

三人の怠け者：「神様、お願いします！」 

最後に全員であいさつをして退場となりました  



       

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

         

読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

小・中学生を対象に読み聞かせをしているボ   今年度の会員は14名(男 4､女 10)で､ただ今 
ランティアグループの「すきっぷ」。平成 16年  大募集中です。私たちと一緒に楽しく活動して 
に結成された大川目町の団体です。活動は２週  みませんか？  
間に１回程度、主に小学校で絵本の読み聞かせ   子ども達や会員との交流、そして本との出会 
しています。（希望者は中学校でも活動）      いを通して世界は大きく広がるはずです。

 ２月１９（水）に、高齢者教育事業「スポー
ツ吹き矢」が行われ、参加者２０名が和やかな
楽しい雰囲気の中で的をねらいました。 
最初に、講師の市体協の久慈さんの指導に

よる手足と脳の働きを高める運動や歌（365歩
のマーチ）に合わせた運動（ダンス）で心身を
十分にリラックスさせた後、いよいよ吹き矢
の開始、互いに腕を競い合いました。 
結果は右の通りと 

なりましたが、皆さ 
んいずれも高得点、 
年齢差や男女に関わ 
らず、すばらしい成 
績でした。肺の機能 
や集中力を高め、ス 
トレスを解消すると 
いうこのスポーツ、 
冬に最適ですね。    ※得点は２回の合計 

放課後子ども教室「大川目っ子チャレンジ  感を大切にした行事や大川目の特徴を活かし 
広場」が2月２０日（木）の閉講式をもって  た活動に取り組んできました。また、宿題の
今年度の活動を終了しました。         取り組みに力を入れた年でもあり､子ども達の 

5月３０日に始まり５１回開催された今年   頑張りが感じられた１年間でもありました。 
度、ハロウィンカボチャの植え付けに始まり、   学校とは違った環境の安全・安心な居場所 
段ボール工作や流しそうめん、カイコの飼育  としてのチャレンジ広場、大きな成果があり 
や山口柿の皮むき体験、障子アート等の季節   ました。ご協力大変ありがとうございました｡ 

 
                    

 
                                                   

 
 
 
 

初参加の外野さん（右から２人目）が堂々の第３位 

閉講式の様子（1年生から５年生までの１２名） 

。 

おやつを食べる時はおとなしい！ 2/20（豪華メニューでした） 

。 

礼に始まり礼に終わる（武道に類するスポーツ） 

。 

集中力を高めねらいを定める（町民を見守るオブザーバーも） 

。 

高得点で第１位に輝いた高山民雄さん（左） 

。 

順 氏　名 得点

1 高山　民雄 60

2 砂子　妙子 56

3 外野トシ子 51

4  畑　    松男 50

5 橋場　都志 47

6 山口　和雄 46



（大川目町で活躍する人や団体、名物やお宝を紹介します） 

最後を飾る２３回目は、郷土史家として名を馳せる「大森竹之助先生」を訪ねました。 
 大森先生は、筆者（高橋）の大先輩であり、30年以上前からすでに「たたら館」の館長として活躍され
ていました。個人的に顔を合わせたのは５年前に市民センター勤務となってからで、その時に鉄山関係や
砂子彦三郎に関する著書を頂くなど、ありがたく、また畏れ多い存在でした。 
市民センターでは平成27年に歴史講演会「久慈備前守出撃の道 久慈街道」､翌年に｢久慈直治 出陣の

道」、さらに平成30年には「歌人 砂子彦三郎を語る講演会」で講師を務められるなど、大川目町に関わ
る歴史的な人物に焦点を当てて講演、大きな貢献をされてきました。 
大森先生を訪ねたのは２月１９日、ご自宅での取材となりました。 

 最初に伺ったのは「経歴」で、著書の略歴の欄には「岩手大学転学・弘前大学了」とあり、それが不思
議でした。先生曰く「戦後間もない頃で青森の友達と仲良くなり一緒に転学した。食糧難の時代に米を確
保しやすかった」と理由を話していただき納得、また、その弘前大学に自分の研究に繋がる「日本の中世
の歴史の先生」がいたということでした。 
 大森先生の著書を拝見（精読ではありません）すると、それらの資料から専門である「中世の歴史の研
究」を積み重ねた結果であることに感銘するのですが、専門や本の執筆に関しては「ただの偶然だった」
と謙遜されました。ただ、と続けて、「本を書くようになった下地と言えば、小学校の頃『綴り方(作文）』
というのがあり、いやだと思いながらも書き、それが毎回先生に読み上げられ、九戸管内の作文集にも載
った。それが面白いと思うようになり、結果的に書くのが得意になった」ということでした。 
また、現職の時から野田村を除く管内の市町村史の執筆をされてきたということですが、「地元のことは

地元の人が書くことが一番良い。そう思っているし、そう言ってきた。地元の事情を知っている人は間違
いがない、あったとしても許される。歴史をたどっていくのはクイズのようなもので、それを解いた時の
喜びがある。近世文書は多いが古文書を読めなければ歴史の書は書けない」との言葉には、研究や執筆に
対する確固たるポリシー、責任というものが感じられました。 
 大森先生の著書は多数ありますが、筆者が頂いたものだけでも、「山口の八幡さま（平成14年）」、「鉄
山物語（平成24年）」、｢たたらの話（平成26年）｣、「歌人砂子彦三郎 時代背景を探る（平成28年）」、
「遍照山慈光寺（平成30年）」、「久慈地域の製鉄遺跡（平成31年、共著）」の６冊があります。これらの
著書は、膨大な資料を集め、それを読み解き、構成して文に表すという知的財産の塊でありエネルギーの
集約であることが分かります。「鉄山物語」のはじめに、「鉄山資料は有効に活用してこそ蘇生する」とい
う一文がありましたが、まさに資料が蘇生されたことが伝わってきます。 
こんな話もありました。「ある人が山根の旧家に行った時に、その当主が段ボール箱（に入った古文書）

を持って来て『こんな物はいらない』と焼き捨てようとしたものを貰い、それを譲り受けた。そのような
経緯で自分の家には古文書がある程度集まっている。分からなければゴミになる」という話には驚くとと
もに、今後心配される点だと考えさせられました。 
そして大森先生を語る上で欠かせないのは、「たたら館」と「（久慈氏の）歴史」です。 
２０年間館長を務められた「たたら館」について伺うと、「別な道もあったが、長年続けてきた流れで 

離れられなかった。普段は資料の展示や来館者への説明が中心で、1年に１度は関係者を集めて盛大にた
たらの実験（製鉄）を行った。やりがいはあったが、維持するのが大変だった」ということでした。 
「歴史」については、タウン誌の「ダナス」に平成16年から10年間（120回）連載された「津軽と久

慈のきずな」が有名ですが、その取材で、「津軽の市町村や図書館を始めあらゆる所を毎月１～２回は行っ
て調べた。地元の人も親切で説明や案内もしてくれた。10年間、気持ちよく取材ができた。ただ、津軽為
信と久慈との関係についてはなかなか出てこなかった」と懐かしそうに話してくれました。 
普段の生活についてもお聞きすると、「趣味の農業（水田50㌃）をやっている。トラクターを始め田植

え機、コンバインがあり、趣味だから赤字だが自分で作る喜びがある」とのこと、また「体操は日課で､ 
朝夕に全身を動かす」ハードなメニューの説明をしていただきました。（健康の秘訣が分かります） 

 最後に今後の抱負を伺うと、「執筆は続けていきた
い。書いてみたい課題があるのでやめられない。随筆
風のものにも挑戦したい」ということでしたが、何と
今年中には「資料に見る久慈備前守」が出版予定との
ことでした。 
 取材は2時間余りに及び多岐な内容に渡りました。歴史上

の人物はもとより、関係者の名前がサッと出てくる記憶力の

すばらしさ、著書の多くが最近のものであること、さらには

今年中の出版予定があることに驚きました。紙面の都合で、

部分を切り取る形で十分に表せなかったことをお詫び申し上

げます。 ご協力大変ありがとうございました。 ご自宅の居間での大森先生(書斎も見たかったのですが．．．)  



郷土の歴史講座  

第３回目となる郷土の歴史講座が2月21日に 
行われ、参加者２８名が、「久慈氏の命運～九戸 
一揆と終焉の地、栗原郡三迫～」と題する講座に 
熱心に取り組みました。 
最初に「九戸政実の乱」が「九戸一揆」と表現 

が統一されたことの説明があり、その後、「九戸 
一揆」の経緯を詳しく解説していただきました。 
この部分は一般に最も注目されているところ

であり、当センターの小中学校向けの講座でも
取り上げています。今回の講座を通して、歴史の
流れを必然と受け止め、信ずる道を歩んだ先達
に改めて思いを馳せることができました。 
 

  お問合せ・申し込み等は大川目市民センターへ（      55-3250） 

「子ども会リーダー研修会（5年生)」 一から学ぶ郷土の歴史(最終回) 
１ 日 時 ３月２３（月）10:00～12:00  

２ 場 所 大川目市民センター 

３ 対 象 大川目小５年生 

４ 内 容 リーダーとしてのあり方、発想法

（考え方）、楽しいゲーム他 
※ 伝統ある市民センター事業です。学校を通して 

    案内していますが全員参加を期待しています！ 

１ 日 時 ３月２５(水) 13:30～15:00 

２ 場 所 大川目市民センター 

３ 内 容 「久慈の武将、光信公・為信公の 

      こと～久慈と津軽のつながり～」 

４ 講 師 市教委文化課長 千葉 啓蔵 氏  
※ 事前に申し込みされた方が対象となりますが、

興味ある方は電話でご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                           
                          
 
  

編集後記 
残り1か月、5年間は短かったのか

長かったのか? 確かに言えることはア

イデアが無くなってきたこと、視野が

狭くなったこと…。また言えることは

多くの皆様から協力をいただいたこと

です。大変すばらしい思い出となりま

した。ありがとうございました。(Ｔ) 

先日、腰に不安を覚えつつも大川

目保育園の引っ越しのお手伝いに参

加。新園舎すごくいい！うらやまし

い(笑)最後の見納めと旧園舎も一回

りしましたが、壁際に立つと床が傾

いているのがよくわかりました。長

い間お疲れ様でした。グッバイ！(Ｍ) 

今年度も、放課後教室の子ども達と一

緒に沢山の楽しい事にチャレンジするこ

とができました。今年は、みんなで協力

して蚕の生糸を使った作品を郷土祭に展

示することができたので良かったです。

子ども達の為に様々な形でご協力頂いた

皆様、大変ありがとうございました｡(N)   

３月定例 

大川目･びぜん 

パークゴルフ大会 

１ 日 時 ３月1５日（日）９時集合(9時半スタート) 

２ 場 所 大川目河川敷パークゴルフ場 

３ 申込み 事務局：伊藤まで(☎ 090-6682-5600) 

 

難攻不落の九戸城の概要と軍勢の配置を説明する千葉課長 

九戸政実の菩提寺「長興寺」（薩天和尚の記録はない）  

《シリーズ大川目の終了にあたって》 
 平成３０年の5 月から連載してきた「シリーズ
大川目」ですが、今回の３月号をもって終了する
こととなりました。大川目の人やお宝を知りたい、
紹介したいという気持ちだけで突き進んだ２年間
でした。市民センターに関わりのある方、事業の
延長線上にある方を中心に取材してきましたが、
対象となる方はまだまだ居たはずで、視野の狭さ、
地域との繋がりの浅さが悔やまれます。心残りで
あり申し訳ない気持ちですが、新しい風を吹き込
むことも大切と考えます。新しい連載に期待して
ほしいと思います。今まで大変ありがとうございました。 

《新年度からの連載について》 
 大川目の自然や歴史、人を紹介することをねらい
として、以下の２点を取り上げたいと考えています。 
① 大川目散歩道（仮題） 

誰でも知っている有名な所から、知る人ぞ知る 
 マニアックな所まで足を運んで取材、紹介します。 
② おじゃまします！（仮題） 

町内会やグループを始めとして、仕事や趣味に 
頑張っている人を取材、紹介します。 

 
※①②ともに情報提供、紹介者の存在が不可欠です。 
  皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 


