九転十起が新しくなりました！
今号からは協力隊全員の活動や︑
日々感じたことをお届けします！

稲垣 信志

エコレストラン・６次産業化

所 氷見市鞍川 1060 番地
氷見市企画政策課
地域協働推進班内
電

話 0766 (74) 8013

ソーシャルプロデューサー

都市農村交流

釜石 拓真

その後︑実際にお醤油作りも体験して︑皆さ
んにお持ち帰りいただいたものです︒
手入れしながら︑2夏過ぎた来年の秋頃に搾
ることにります︒楽しみですね︒
好評でしたので︑6月にも開催する予定です︒
この活動をきっかけに︑氷見のママたちの食の
意識がより高まるといいなーと思います︒

住
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特産品ブランド化

笠井伸一朗

︻
﹁日本一﹂の連覇に向けて！！！︼
いやー︑泥はまだまだ冷たかったです⁝
先週 日のことですが︑土曜日にとやま食育
ラボ︵代表 林洋子さん︶主催のマコモタケを
使った食育イベントのお手伝いをさせてもらい
ました︒
本イベントは︑氷見市の次の特産品とすべく
注力しているマコモタケの田植えの機会を利用
し︑子供たちに田植え体験とそれを通じた食育
活動を行うもの︒マコモタケ特産化のための
PRと食育を１回のイベントで実施するという︑
なんともエコでナイスなイベントと相成りまし
た︒
私たちは︑ラボさんが食育活動に専念できる
よう裏方として参加︒当日は新聞社2社とケー
ブルテレビに取材してもらい︑若干課題はあり
ますが︑露出もできました︒今回は︑私も我が
愛娘と田植えをさせていただきました︒
最後に⁝場所を提供してくれた﹁柳田農村環
境保全協議会﹂さん︑諸々調整をしてくれた
﹁氷
見市農協壮青年部・氷見市マコモタケ組合﹂さん︑
メルシーボークー！ これからも一緒にマコモ
タケの生産量日本一を死守すべく頑張りましょ
う！

エコレストラン・６次産業化
起業支援ファシリテーター

販売・商品企画

澤田 典久

北村 知佳

︻氷見のイイもん・ウマイもん！︼
活動の一環として︑氷見市内に埋もれている
様々な商品︑工芸品︑農産物︑観光地などを紹
介し発信していく活動﹃HIMIYA︵ひみや︶
﹄
では︑毎月最終日曜日に富山市の市民プラザ前
で開催されている﹃越中大手市場﹄に毎回出店
しております︒
昨日は︑氷見市粟原地区の朝掘りのタケノコ
をメインに出店させていただいたところ︑富山
市内でも氷見産のタケノコはとても柔らかくア
クが少ないと大好評で︑午前中でタケノコ約
本は盛況のうちに完売となりました︒
5月 日は︑いよいよキッチンカーを利用し
て︑魚食を中心とした氷見市の特産品のPRを
行いますので︑皆さまのお越しをお待ちしてお
ります︒
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︻アースデイ@富山市ファミリーパーク︼
5月 日はHIMIYA初参加のアースデイ
@富山市ファミリーパーク！
暑いとはいえ︑天候にも恵まれ︑逢いたかっ
た方々にもお会い出来︑お陰様で本日もとって
も楽しい一日となりました〜！ありがとうござ
いました♪

笹野

瞳

HIMIYAで販売した氷見カレー&氷見シ
ーフードカレーも好評︒ハーフ&ハーフで食べ
比べられるというのも︑個人的にもとても面白
かったです！本当に味が違います‼

お産・子育て担当

︻森の番屋さんのたけのこ堀りのイベント︼
5月2日に︑上田地区の竹林にてひみ森の番
屋さんがタケノコ掘りイベントを開催します！
掘ったたけのこをその場で皮ごと焼いたり︑
竹を切って竹筒ごはんにしたり︒炭やき小屋が
あり︑自家製の炭を使ってのバーベキューです！
この時期にしかできない︑しかも森の番屋さ
んでしか体験できないようなすてきなこのイベ
ント︑平日の日中ですが︑ご都合つく方︑私も
スタッフとして参加するので︑ぜひ一緒に楽し
みましょう！
︵このタケノコ掘りイベントは終了していま
す︒次の企画をお楽しみに！︶
わたしが今手掛けている︑氷見の未就学児の
保護者向けフリーペーパー﹁たっちぃ﹂でもい
ろんな情報や楽しいイベントを発信・企画して
いきます︒

4/28

起業支援ファシリテーター

荒井智恵子

!?

︻里山体験ツアーのお知らせ︼
昨年に引き続き︑床鍋の虫送り参加＆藁細工
づくり・松明づくりの参加型イベントを６月３
日に開催します︒虫送りは︑無料で見学出来ま
すが︑本イベントに参加限定 名は︑地域のお
もてなし料理を頂き︑藁細工体験又は︑巨大松
明づくりを一緒に作業することが出来るオリジ
ナルツアーです︒左記ブログで︑詳細事項︑過
去の様子が解ります︒

自然にやさしい農業
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発行者 氷見市地域おこし協力隊

︻発見︑みどりの桜 ︼
今日は御衣黄︵ぎょいこう︶という緑色の花
をつける桜をご紹介します︒ちょっと珍しい品
種なのですが︑なんとこの集落ではつい最近ま
で御衣黄の存在に気がついていませんでした！
ここ薮田地区では4月から5月中頃にかけて︑
リアル案山子の展示というものが行われており︑
その案山子を見に来た方がこの緑の桜に気がつ
き教えてくれたということです︒桜の管理をし
ている山崎さんも︑この家の主人からは桜だと
いうことは知らされていなくて非常に驚いてい
ると話されていました︒実は僕もこの集落に住
んでいるのですが︑全くもって気が付きません
でしたね⁝！︵ほとんど毎日車で通ってるのに︶
いざ︑まじまじと見てみるととても気品のあ
る美しい桜です︒この御衣黄桜は︑フェイスブ
ックで僕が撮影した映像を公開しています︒ぜ
ひご覧ください！

http://www.nomachi.info/blog/2311

︻オトナ女子の食育ラボ︼
先日︑オトナ女子の食育ラボで︑
﹁生醤油づく
り﹂を開催しました︒
毎日使っているお醤油ですが︑どのように作
られているか︑意外とご存知ないのではないで
しょうか︒
私が作った︑約2年置いた無添加自家製醤油
を搾って︑生醤油ともろみの試食をまず行いま
した︒濃い旨味が味わい深くて美味しい！︵酵
素量も多いそうです︶
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イベント情報
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とやま＊まちなかバザール 越中大手
市場﹇申込不要﹈／時間
時〜 時
／会場 富山市大手モール＠富山市民
プラザ前

16

移住 定
･ 住コンシェルジュ
︵アーバンデザイン
マネージャー︶

5/5

8/20

15

編 集 後 記

日

10

高橋 啓介

今年は大伴家持生誕1300年の節目の年︒
氷見に縁のある大伴家持を身近に感じた今回
の講座でした︒ご要望があれば小谷さんが出張
講座をしてくださるそうです︒ご興味を持たれ
た方はぜひ！

圧巻！巨大松明︵たいまつ︶
＆幸せを
運ぶ亀︵藁細工︶作り体験教室﹇要申込﹈
／時間
時 分〜 時／場所 氷見
市床鍋地区
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とやま＊まちなかバザール 越中大手
市場﹇申込不要﹈／時間
時〜 時
／場所 富山市大手モール＠富山市民
プラザ前

12

うみのアパルトマルシェ vol.1 (July)
﹇申込不要﹈／時間 時〜 時／場所
氷見市中央町商店街

10

15

10

また︑７月には協力隊ホームページもリニュ
ーアルします︒
現在のホームページは協力隊員の紹介が中心
で︑活動内容が見えませんでした︒そこで地域
の方︑協力隊︑さらには移住検討者が楽しめる
ようなページになるように︑編集部では事例調
査︑取材先のリサーチ︑デザインなどそれぞれ
のスキルと強みを活かしてプロジェクトを推進
していきます︒

山下健太郎

移住 定
･ 住コンシェルジュ
︵アーバンデザイン
マネージャー︶
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10

写真・
文章

水間 靖子

土

日

月・祝

日

編集長・
デザイナー

！！

︻
﹁うみのアパルトマルシェ﹂開催情報リリース ︼
5月５日︑百縁笑店街に中央町商店街として
出店しました！目的は先日ワークショップでつ
くった屋台＆ベンチのお披露目と︑商店街のイ
ベント﹁うみのアパルトマルシェ﹂の告知です︒
マルシェについては昨年度から準備の様子をご
報告してきましたが︑ついに大々的に告知がで
きるようになりました︒第１回の日にちは︻７
月 日︵月・祝︶
︼です ︒
わかりやすく﹁海の日﹂
を選んでみました︒
皆さん︑今年の﹁海の日﹂は予定を空けてお
いてくださいね
もしどうしても来られない方でも︑毎月開催
ですのでご安心を！第２回以降は第３日曜に開
催予定です︒新しく動き出す中央町商店街を︑
どうぞよろしくお願いいたします︒

高橋啓介 北村知佳

6/3

6/25

7/17

7/30

協力隊
編集部
メンバー
インタビュー

広瀬 謙典

！！

5/5

１７

4/25

インタビュー

・動画

釜石拓真 平田佳史

︻田んぼのそばの漢方生薬と漢方ワークショップ
う
み
の
ア
パ
ル
ト
マ
ル
シ
ェ
︻空き家バンクの登録増えてます︼
vol.2
のご案内︼
﹇申込不要﹈／時間
時〜
先日︑移住者への案内が増えているため空き
(August)
先日︑家の近くをランニングしていると︑田
時／場所 氷見市中央町商店街
家バンクに登録している住宅が少なくなってい
んぼのそばにカラスビシャクが生えていました︒
るとご紹介しました︒それから１〜２週間の間
平たくいうと草刈りされゆく雑草になってしま
に数軒分の登録を進めるための仕込みを行って
うんですが︑塊茎は半夏︵はんげ︶という立派
最新情報︑お申し込み方法などは﹁広報ひ
います︒
な生薬です︒
み﹂︑﹁氷見市地域おこし協力隊 Facebook
まずは地元の不動産会社が持っている物件の
昔︑農家の娘さんとかが︑これがつわりに良
中からご紹介してもらえるようになりました︒
ページ﹂をご覧ください︒
いということで売れたので︑こっそり売ってお
最近の動向を見て︑不動産会社の方にひとつの
https://www.facebook.com/himiokoshi/
金を稼いでいたとか︒塊茎の形が栗のようであ
営業ツールとして認識していただいていること
り︑おへその穴のようなくぼみがあるので︑
﹁へ
がありがたいです︒
そくり﹂と言ったそうです︒へそくりは︑ここ
ご紹介してもらっている物件の写真を少しだ
から来てるようですね︒
け載せますが︑どれも特徴のある素晴らしい家
ドラッグストアに行けば置いてある︑半夏瀉
今回の九転十起︑いかがでしたでしょうか？
ばかり︒いい条件で移住希望の方と出会うよう︑
観光と婚活のマッチング
心湯や半夏厚朴湯︑小青竜湯にしっかり半夏は
張り切っていこうと思うばかりです︒
お気付きになった方もいらっしゃるかと思いま
入っています︒
空き家情報バンクは︑まだまだ一般の方から
すが︑今号から内容が新しくなりました！
漢方といえば︑５月 日に氷見の早借地区で︑ ︻氷見の万葉ツアー︼
のご登録をお待ちしております︒情報をお持ち
協力隊内に﹁編集部﹂の体制を作り︑ますま
お隣の高岡市出身のチベット医であり︑薬剤師
第７回観光ボランティアガイド養成塾に参加
の方はぜひメッセージをお願いします！
でもある小川康先生を再びお呼びして︑漢方を
しました︒ボランティアガイド﹁つままの会﹂
すパワーアップしていきます！
楽しく学べるワークショップを開催いたします︒ による市内の観光名所の案内や各種体験メニュ
新しい本誌は︑インターネットをあまり使わ
︵このイベントは終了しています︒
︶
ーを通じて︑氷見の魅力に触れられる人気の講
ない方に協力隊がどんな活動をしているのか︑
座です︒
どんな目線で氷見を見て︑感じているのかをよ
今回は﹁大伴家持の足跡をバスでたどる氷見
り知っていただけるように全員のフェイスブッ
の万葉ツアー﹂
︒市教育委員会の小谷さんをガイ
ク投稿を引用する形で再編集しています︒それ
ドに迎え︑家持が感動した氷見の景勝地を実際
ぞれの活動内容に興味を持たれた方︑協力隊に
に訪れ︑碑に刻まれた歌を分かりやすく解説し
ていただきました︒
業務を依頼したい方はお気軽に︑氷見市企画政
実際に家持が５年間かけて巡ったところを半
策課地域協働推進班にご連絡ください︒
日のバスツアーで訪ねる盛りだくさんの内容に ︑
また︑７月には協力隊ホームページのリニュ
塾生の皆さんも大満足︒巡行箇所は十二町潟水
ーアルを実施します︒こちらもご期待ください︒
郷公園︑布施の円山︑藤波神社︑海浜植物園︵歌
協力隊編集部編集長 平田
碑︶
︑魚々座︵歌碑︶
︑阿尾城跡︵歌碑︶
︑臼が峰
︵歌碑︶
︑八幡神社︵歌碑︶でした︒

里山ビジネス起業家

写真・
文章

山下健太郎

自然栽培普及員

︻畑の硬盤層の除去︼
氷見元気やさいの会では新しく大浦の畑に移
ることとなりました︒そこで畑の土の状態を知
るために穴を掘ってみました︒
写真でも分かるように土の色が途中で違いま
す︒この色の違う層を硬盤層といいます︒硬盤
層は農業機械で踏み固められたり︑農薬を用い
ることで土壌中の微生物が少なくなると発生し
ます︒
温度も測ってみましたが︑地上部と
くら
い地下では5℃くらい地下の方が低いです︒
地上部と温度が変わらないくらいが理想の状
態です︒硬盤層では土が固く︑温度も低いため︑
植物が十分に根を伸ばすことができません︒
機械を使って硬盤層を破壊することも可能で
すが︑植物の力を借りて破壊することもできま
す︒
麦を植えることで硬盤層を破壊することがで
きるので︑今回は秋に麦を植えてみようと思い
ます︒
30

平田 佳史

広報・ Web
・クリエイティブ
による地域おこし

cm

︻九転十起＆ホームページリニューアル！︼
３ヶ月に一度発行している﹁九転十起〜協力
隊だより〜﹂をリニューアルします！
これまで︑各号ごとに誌面企画を立てて︑
様々
な内容をお伝えしていましたが︑どうしても全
員の様子を乗せることができず︑協力隊フェイ
スブックページをご覧になっていない方には
個々の活動が伝わりにくい内容となっていまし
た︒
そこで︑協力隊全員の記事を掲載できるよう
に誌面構成の変更とともに︑
協力隊内で﹁編集部﹂
のチームを立ち上げました︒
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