
 

 

 
 

 

 

「蓮如の里」と呼ばれる吉崎は・・・ 

３月１４日（土曜日）、いよいよ待ちに待った金沢～東京を結ぶ北陸新幹線が開通します。

首都圏から北陸にアクセスがしやすくなったので、連休やちょっとしたお休みでも北陸各地の

観光スポットに来やすくなりました。 

あわら市（吉崎）にとっても、この開通を絶好の機会ととらえ、観光客の誘致に向けて、一

時的なブームに終わらせず、長期的な対策を戦略的に考える政策が必要になってきます。 

ここ吉崎は、豊かな自然に囲まれ５００年の伝統が、今でも息づくまちです。 

国指定「吉崎御坊跡」には、高村光雲４大傑作のひとつ「蓮如上人像」など多くの見所が点在

し、そのふもとには東西両派の別院などが建

立され、寺内町の風情が色濃く残っています。 

「蓮如の里」と呼ばれる吉崎は、その豊か

な自然や歴史・文化的景観が広がり、訪れる

人を迎えるのは、郷土愛を持った地元の人た

ちです。 

その人情味あふれるもてなしに触れるこ

とによって、訪れる人が心あたたかく，幸せ

になるような「まちづくり」を進めています。 

旅先の最終評価は、地域で出会った人たちの

「おもてなしの心」では・・・・！ 
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２月１９日（木曜日）：吉崎老人クラブ総会：１０時から 

国指定「吉崎御坊跡」に建つ 

高村光雲作『蓮如上人像』 

御山から望む、鹿島の森 
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  吉 崎 区 通 常 総 会 
１月２５日（日）、今年は雪

もなく絶好の総会日和となり

ました。 

午後２時より、吉崎地区・吉

崎自治会、平成２７年度通常総

会が開催され、来賓として出席

された橋本あわら市長、笹原市

議会議長、笹岡県議会議長、山

本市議会議員よりご祝辞を頂

いた後、議事に移りました。 

平成２６年事業報告、決算報

告、平成２７年度事業計画、予

算案などが審議されいずれも原案通り可決されました。 

 新区長会長による、基本方針、重点目標、実施要項には新たな改革案も示されました。 

その後、吉崎地区にある各種団体（１２団体）による事業報告もなされ、吉崎地区の活動状況

を垣間見る事ができました。 

当地区においては、少子高齢化が進み、空家も増え過疎化の進行が一段と速度をましています。 

地域が抱える問題も目白押しです。 

このような厳しい中、今まで取り組んできた地域再生活動のどこに課題があるか現状を十分

に理解し未来につながる地域づくりをしていく必要があります。 

この地域に暮らす人たちが「元気と生きがい」を持って暮らし続けること、さびれた地域に

賑わいを取り戻すことが「地域再生・活性化」の目標です。 

住みよいまちを創るためにも、住民が意見を出し合い、住民が胸を張って誇れる「吉崎」に

するためには、役員を中心とした住民全体の協力が不可欠です。 

そんな事を考えさせられる「吉崎地区通常総会」でした。 

 吉崎春日神社の「左義長」 
「左義長」平穏な一年を祈りました！ 

１月１８日（日曜日）、吉崎春日神社境内で吉崎地区小正月の行事、左義長が行われました。 

拝殿で神事が執り行われたあと、宮司が正月の松飾りなどで積み上げられ左義長飾りに火をつ

けると、竹のはじける音が響く中、天高く燃え

上がりました。 

勢いよく燃え上がる炎の中に親子連れらが

持ち寄ったしめ縄・書初めを燃やし、幸せと健

康の願いを託していました。 

この火で焼いたお餅を食べ、燃え上がる藁灰

や煙をかぶるなど、炎に無病息災を祈る年に一

度の行事です。準備されたお神酒や甘酒が振舞

われ子どもから大人まで集まった人たちの楽

しそうな声が響きわたっていました。 
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 ２月７日（土曜日）、

吉崎公民館にてバルー

ンアート教室が開催さ

れました。 

バルーンアート初心

者１３名に参加いただ

き「お花」を作る技に

挑戦していただきまし

た。最初は、キュキュ

いう音にビクビクしな

がら風船が割れないか、

怖がりながらの作業で

した。色の組み合わせ

を工夫して、長い風船

や大きな風船をふくらませ、まげたり、ねじったりして形にしていきます、風船の魔法にかか

っていたように上手につくりあげていました。 

一生懸命に作っていただき、完成したカラフルな作品の出来が素晴らしく、参加者みなさん

の顔が笑顔で満ち溢れていました。 

また、「初めてなのに、上手に出来ました！」と、講師からお褒めの言葉も頂き、かわいら

しいバルーンアートの仕上がりに喜んで頂きました。 

完成した作品は家に飾って下さい。１カ月程度はもつそうです。 

        吉崎体協主催  ボーリング大会 

２月７日（土）、吉崎体協主催のボーリング大会が、WAVE４０（福井市）で開催されまし

た。親睦交流と健康増進を図ることを目的に実施している大会です。 

今回は体協役員を中心に、大人・子供合わせて１３名が参加しました。男子の部の優勝は大

家英博さん、女子の部の優勝は吉村みやこさんでした。おめでとうございます！ 

 子供達には全員にお菓子を配り、和気

あいあいと親睦を深め合っていました。

ストライクでは歓声が沸き、ガーターで

はため息が出て、結果はともかくとても

賑やかな楽しい大会になり盛況に終える

ことが出来ました。 

残念ながら、年々参加者が減ってきま

すが、子供から大人まで、交流のできる

数少ない場なので、コミュニティの醸成

のために続けていっていただきたいイベ

ントです。運営に当たられた体協役員の

皆様、お疲れ様でした。 

♪ バ ル ー ン ア ー ト 教 室 ♪ 
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   『創作の森を訪ねて』 ～リボンで創り出す森の生命～ 

１月１７日（土曜日）、金津創作の森

で開催中の「Ｒｉｂｂｏｎｅｓｉａ Ｆ

ＯＲＥＳＴ」に行ってきました。リボ

ンを中心とした素材で作品を制作して

いるアートプロジェクト「Ｒｉｂｂｏ

ｎｅｓｉａ」による展覧会です。自然

や生きものをリボンで表現したクラフ

トアートでは、リボンから紡ぎだされ

る新しい世界を展開しています。かわ

いらしいクマ、キツネ、小鳥、ミツバ

チ、そして咲き乱れる花々や王冠など

をモチーフとして、色とりどりの光沢のあるリボンという素材を使い、折り曲げやねじること

によって創り出される動物たちは表情も豊かで、見るひとに生命力すら感じさせます。会場は、

「森の誕生」や「リボネシアの部屋」など大掛かりな作品も含め約８０点を展示し、子どもか

ら大人まで、みなさんに楽しんでいただける内容となっています。また、ギャラリーでは、か

わいいアクセサリーやブローチ、制作キッドなども販売されていて賑わっていました。ぜひ、

「創作の森」へ足を運んでみては如何でしょうか。１月１７日（土）～3 月１日（日）まで開

催中。                  協賛：愛する蓮如の里「吉崎」サポートクラブ 板谷 

思 わ ぬ プ レ ゼ ン ト ！ 

２月９日（月曜日）、田嶋館長が吉崎小学校の

給食時間に訪問。児童や園児に風船で作った花

束をプレゼントしました。 

 この日、児童・園児一人ひとりに手渡された

花（バルーン）は、バルーンアート教室の講座

生が制作した作品です。思わぬプレゼントは、

人の心を温かくしてくれます。色とりどりの風

船を手にとり大喜び、子ども達にとってうれし

い楽しい時間となりました。また、児童代表から元気よく「ありがとう」というお礼の言葉も

いただきました。 

 今月のことば『日々好日』（ひびこうじつ） 

「日々好日」意味は寒い日、暑い日、雨の日といろいろあるけれ

ど、どの日がよくて、どの日が悪いということはありません。今日

がいちばんよい日です。好日は願ってえられるものではなく、待っ

てかなえられるものではありません。自らの生き方に日々に好日を

見出しえなければならなりません。時の時とするときは来ません。  

その今日は、今この一秒の集積なのだから、「今がいちばんよいとき

だ」と、気づいたことを直ちに行なって、テキパキと処理していき

ましょう。 
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これは、 

「若狭ぐじ」です。 

 

    吉崎「鳥ものがたり」（９） 

●オオバン：全長 39cm くらいで、カル 

ガモより二回りくらい小さく、全体に黒く、 

口ばしは白く少しうす紅色をしています。額 

には小判形の白い部分があり、目立ちます。 

冬には群れていることが多く、キョンキョン 

と甲高く泣き、真っ赤な目はチャームポイン 

トです。足も変わっていて、カモ類のような 

膜はなく、指には葉状のヒレ（弁足）が付い 

ていて水陸両用です。潜水して餌をとるので 

翼が小さく、パタパタと１０歩ほど滑走しな 

いと飛び立つことができません。 

餌は、水草や藻、昆虫、甲殻類、貝類などで、開田橋ではテトラポットに付着している二枚

貝のムラサキインコをよく食べています。同じ仲間で、額が真っ赤のバンという鳥も北潟湖に

はいます。面白いことにコバンという名前の鳥はいません。北潟湖では例年２０羽程度います

が、2015 年は４００羽もいました。実に、福井県に飛来するオオバンの数の約半分というこ

とになります。理由は、今のところ分かりませんが、注目しているところです。                                    

日本野鳥の会福井県副代表 組頭五十夫 

   福井もっとしっとこ（１） 

【問い】福井県を代表する食材の数々。次の中で、現在、皇室献上品でないものは次のいづれ

か。 

    A 越前がに                 

    B 若狭がれい  

    C 福井梅 

    D 若狭ぐじ 

◎ 越前がに（ズワイガニ）の漁獲量では福井県は４位ですが、そのブランド力はずば抜けて

います。（１位兵庫県、２位鳥取県、３位石川県 ＊H２１年報） 

◎ 若狭がれいは地元ではササガレイ、甘ガレイとも呼ばれる。柳や笹のように細みの姿が特

徴。 

◎ 福井梅は健康長寿・福井を代表する食材であり、現在品種は「紅映（べにさし）」と「剣先

（けんさき）」がある。 

◎ 若狭ぐじ（アカアマダイ）漁獲されたアカアマダイの中でも、鮮度がよくて姿形の美しく、

大型のものだけが厳選され「若狭ぐじ」と呼ばれる。 

                           （答えは８ページ） 

 

□ ボランティア参加者募集中！ 

旧馬場大路（歴史の道）の整備ボランティアを募集しています。 

蓮如上人が吉崎滞在（１４７１年～１４７５年）の室町時代から現存していた道です。昨年、

草木・雑木を切り開き、木チップを敷き整備しましたが、イノシシと雪の被害で荒れています。

ご協力宜しくお願いします。◎連絡先：吉崎公民館 電話：０７７６－７５－１２０５ 
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 シリーズ Ｔｈｅ 時代『吉崎の変遷を辿る』～吉崎の昔の宗門人別改め帳～ 

江戸時代に入ってから本願寺体制は、幕藩体制のよ

うに一国に一御坊を配置し、御一家衆寺門徒、末道場

門徒（親籍寺院）、直参寺門徒、直参道場門徒（直参旗

本）、末寺門徒に分け、本願寺の支配権力を強固にした。

また、江戸幕府は各宗門に対する掟をきびしくした。   

例えば門主の地方下向は、幕府の裁可を得なければ出

来なくなり、新寺の創立は特別な場合を除き幕府は許

可しなかった。本山が道場に寺号を与えても、幕府の

裁可を得て藩へ届け出てなければ住職は郡奉行支配の

百姓として扱われ、幕府の許可があれば寺社奉行支配

となり、宗門寺請も認められたのである。 

また、吉崎浦は寛永４年（西暦１８５１年）亥の頃、金津奉行所の支配下にあったが当時の

吉崎浦の宗門改め寺請人別は次の通りである。 

吉崎に現在する寛政以降の宗門人別帳は、当時の吉崎浦住民の宗派分布と、当時の人口動態

と、民家の屋号により職業等を知ることができて貴重な文献である。 

       【吉崎再発見】５９ 吉崎浦の水運と北前船 

吉崎の村鏡の中から村鏡という本は、江戸

時代の享保年間（西暦１７１６年～１７３６

年）から書き始めたもので、徳川幕府の八代

将軍吉宗の政治改革の時からであった。各

村々の地名、田畑のこと、森林、屋敷、人口、

牛馬のことなど、その村のことがすべてわか

るように記してある。吉崎の貞享元年（西暦

１６８４年）の村鏡を調べてみると、吉崎浦

の年貢は村高２５２石の４割６分、家数は１

９１軒、船は渡海船３艘（羽ヶ瀬船１、弁才

船２）と，カキ養殖用の船があった。その船

は、安永２年（西暦１７７３年）の村鏡には「渡海船４艘の外に渡し船が多数あり」と記され

ている。羽ヶ瀬船は北国船とも呼ばれて帆と櫓を両用して航海する船であるが、漕手が必要な

ので、千石船では、１８人前後を乗りこませていたから、物資の回漕による利益は多くなかっ

た。従って帆のみで航海できる弁才船に移行するものが多く文化以降の北前船は殆ど弁才船で

あった。この時代の渡海船主は不詳であるが、本山の寄進物などから考えると、見谷屋藤右衛

門、山屋太左衛門、石塚屋了玄あたりでないかと思われる。 

       福井の健康と食材 ～越前そば～ 

「越前そばは五臓六腑のアカをとる」と言われているように、

そばを多く食べる福井人は、長生きする人が多いという事実があ

ります。含まれている成分には、動脈硬化や脳卒中、高血圧を抑

制する効果があります。 
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  駐在さん、だぁ～好き！ －その３０－ 

こんにちは、吉崎駐在所の宮越通安です。 

平素は、警察行政各般にわたり多大なご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。 

1. 「振込め詐欺」にご注意ください。 

振込め詐欺（特殊詐欺）の被害発生が止まりません。昨年度は、全国の件数・被害額がともに過去

最悪となりました。あわら市内でも昨年末に、高額の詐欺被害が複数件発生するなど、窃盗のよう

に身近な犯罪になってしまっています。 

これを受け、警視庁では、２月を全国一斉の特別期間と定め、市民の皆様に警戒呼びかけを強化し

ています。皆様も一層警戒レベルを上げて頂ければと思います。 

○ 振込め詐欺被害は「高齢者」「女性」に集中する傾向があります。 

・「ゆうパック・レターパックで現金送れ」は詐欺！ 

・「電話番号が変わった」は詐欺の電話です！ 

・「高校の名簿」が流出しており、卒業生に電話がかかってき 

ています。 

・１２月には「警察官を騙る」詐欺予兆電話が３０数件かかっ

てきています。 

・慌てず、いったん電話を置いて家族・警察に相談を 

※ 「おかしい」と感じたら、迷わずあわら警察署へご連絡を

（７３－０１１０） 

2. （好評再連載中！）泥棒が泥棒を諦める瞬間ベスト１０ 

 好評につき、「泥棒が泥棒を諦める瞬間ベスト１０」を再掲載中です。今回は第３位を解説付きでご

紹介します。泥棒の被害に遭わないのが何より一番大切ですので、皆様一人ひとりの防犯に対する意識

が高まり、犯罪の未然防止に役立てば幸いです。 

第３位 犬を飼っていた 

過去３回，空き巣被害に遭った一般住宅で、番犬を飼ったところ、それ以後被害に遭わなくなったとい

う話を聞いたことがあります。 

また、ある財団法人の調査結果においても、犬の防犯効果が高いことが示されています。犬の存在は、

防犯に一定の効果があります。 

① 番犬は、人の姿が見えると吠えるため、侵入者に警戒心とストレスを与えます。犬嫌いの泥棒に特

に効果的。 

② 室内犬、家人が気づく前に気づき、「センサー効果」が大きい。だだし、ほとんどの犬は餌を与え

られると途端に大人しくなり泥棒にもなつくため、「犬を飼っているから大丈夫」と過信しすぎな

いようにしましょう。 

  確 定申告の季節 で す 

【お知らせ】所得税と市・県民税の申告は、３月１５日までに行いましょう！ 

平成２６年分の所得税の確定申告と市・県民税の申告相談が、あわら市役所１Ｆ１０１号室

会議室で開催されます。地区によって日程が指定されており、吉崎地区は２月２０日（金曜日）、

浜坂区は２月２６日（木曜日）となっております。都合のつかない方は、全区の対象日の３月

６日（金曜日）から３月１６日（月曜日）までとなっています。申告期限が間近になると大変

込み合います。申告は出来るだけ早めに済ませましょう。 
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福井もっとしっとこ 

（１）の答えは、Ｄ 
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【ふるさとクロスワード】 

＊答えの解った方は、公民館まで連絡して下さ

い。正解者には、年度末に素敵な賞品が当たる抽

選券を差し上げます。（〆切は 2 月 8 日） 

先月号の回答は、「ドイツ」で、Ａの「ヨーロッ

パ」でした。 

 

パズルの中の AからＦの 6 文字を並び替え

て組み合わせ、ある言葉にして下さい。それ

と一番関係のある名前は、下の３つのうちの

どれでしょうか。 

( Ａ；ぼんぼり Ｂ；懐中電灯 Ｃ；かがやき ) 

今月の問題 

【たてのヒント】 

① ；蓮如さんが生まれたころの「本願寺」は比叡山延暦寺の

土地に立っていました。宗派の違いから、色々問題が起こ

り、それゆえ迫害を受け、吉崎に来られました。本願寺は

浄土真宗、延暦寺は〇〇です。今年は蓮如上人がお生まれ

になってから、ちょうど六〇〇年です。 

⑥ ；病気や傷などの手当てをすること。応急〇〇、などと使

います。 

⑦ ；苦しみや陰鬱（いんうつ）な気持ちを紛らわすことを、「〇

〇を晴らす」と言います。 

⑨ ；水を多くして米を柔らかに炊いたもの。病気の時に食べ

ますよね。 

⑩ ；国指定史跡「吉崎御坊跡」にある、蓮如さんの娘さんの

お墓は、誰のお墓？蓮如さんには１４人の娘さんがいます。 

⑬ ；社会、世の中。「〇〇を騒がす」などと言います。 

⑭ ；毎日の出来事や行動などをしるした記録。 

⑮ ；実施について調査すること。  

⑰ ；アヒルをモチーフにしたディズニーアニメのキャラクタ

ー。恋人がデイジー、伯父さんがスクルージ・マクダック

とルードヴィヒ・フォン・ドレイク教授。甥っ子にヒュー

イ・デューイ・ルーイがいます、知ってましたか？ 

【よこのヒント】 

① ；江戸幕府が宗教統制の一環として設けた

制度。必然的に民衆は寺請をしてもらう寺

院の檀家となったため、檀家制度や寺檀制

度とも呼ばれる。 

② ；うま味成分を含む汁状の調味料のこと。

粉末も市販されている。 

③ ；とうとう、ついに、やっと。 

④ ；一六銀行と言えば〇〇屋。 

⑤ ；宇宙において食事ができるように作られ

ている食品のこと。  

⑧ ；徳川時代の尾張、紀伊、水戸。歌手では、

橋幸夫・舟木一夫・西郷輝彦。これは「ご

〇〇」と呼ばれています。 

⑪ ；詩歌などをうたう。また、詩歌をつくる

こと。 

⑫ ；『赤城の山も今宵限り・・・』と言えば

「〇〇忠治」。江戸時代後期の侠客で、実

在の人です。 

⑯ ；そのたびごと。毎回。 

３月７日（土曜日）１３：１０から 思い出の会 

場所：吉崎小学校 幼稚園室 

３月１４日（土曜日）１６：００から 視察研修 

          場所：福井市 養浩館庭園 

・ ライトアップを視察に行きます。参加費無料、送迎付 

詳しくは吉崎公民館まで。電話：７５－１２０５ 
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