
地域資源
（１） 資源探し

い わ き 探 検 記
2022 年５月号（Vol. ２）
地域おこし協力隊
辻村　春香

　「さあ、地域資源発掘するぞ～」と意気込んだはいいけれど、そもそも地域を知らなさすぎ。
　コロナも相まって人を訪ねるのも腰が引け…
　結果、岩木地区で、ヒトの生活圏にある地域を回ることにしました。

◇　再び、自己紹介　◇ 　しつこく自己紹介させていただきます。
　「地域おこし協力隊」第 2期の辻村です。
　1号では、生産技術とひとくくりして、いろいろ活動・学んだ結果
を書きましたが、2号は岩木をひたすら歩き回ったことや、地域の活
動に参加させていただいたことなどを書いていきたいと思います！

　昨年、岩木を歩き回り、日常的に神社・石碑・地蔵堂（・墓地）が
みられる風景にカルチャーショックを受けました。「きっと岩木の人
には、当たり前すぎる風景なんだろうな～」と思いつつ、ひたすら歩
きました。
　それでも情報不足なので、少しずつ地区方々にお話を伺い始めてお
ります。

　皆さんが「大したことでない」と思っていることの中に宝はあると考
えているので、いろいろお話(おしゃべり？)してくださると、嬉しいです！

　1年目の約半分の期間をかけ、見慣
れないものを地図に記録していきま
した。
　石碑、神社、青森市の新興住宅街
育ちの私には不思議なものがいっぱい。
　私の身近に「村社」は無かった…。
ましてや、「個人の神社」なんて…。
　岩木地区が多いのか、それとも私
が知らないだけで津軽にはあふれて
いるのか。
　“ 一代様 ” の風習も、岩木に来て初
めて知りました。（←うちの親は知り
ませんでした。）
　時間をかけて回った成果、どうした
ものかと思っていたところ「『探検マップ』
に作ったら？」とアドバイスをもらい…

②探検結果をどうしよう

　2021 年 6 月～ 11 月、ほんと
に岩木を歩き回りました。
　はじめは公用車＋徒歩で回って
いましたが、「電動自転車もあるよ
～」と庁舎の職員さんから言われ、
駐車スペースを気にしなくてよい
自転車＋徒歩に切り換えて、ただ
ひたすら地区内をグ～ルグル。
　「この先、道ないぞ～」という
農道に突っ込んでいき、りんご園
で作業している方々に声を掛けら
れることも…
　ときどき不審者やっていました。

①岩木地区内の踏査 ( 探検 )

岩木総合支所　総務課で勤務中！

　1号を書いていて、紙面が足りなくなったので次号…と書いておきながら、１・2号を同時
発行しようという暴挙に出ようかと思います。
　というのも、5月から毎月の活動報告をしていきたいと考えているので。
　気が向いた方だけでいいので、１・2号両方読んでくれたらうれしいです！！
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　夏、いろんな場所で見かける、
生命力の強い葛。
　根はでんぷん質で「吉野葛」「葛
きり」の原料になる…と分かって
いても、誰も見向きもしない。
　と思っていたら、「葛布」とい
うものがあるらしい。
　噂では堀越地区に住む女性が葛
布づくりを長年していて、岩木百
沢にある小川で布を晒しているそ
うで。
　…利活用の道はあるけれど、一
般化していない “ 邪魔者 ” は、葛
以外にもたくさんあるのではない
でしょうか？

②神社・道路にはびこる葛 （クズ）

　庭にある柿・梅…、りんご園
の端に、ぶどう・柿・梅・桃…。
　岩木地区で一般的にみられる
光景ですが、りんごで忙しいせ
いか後回しにされ、収穫されも
せずに熟れて朽ちている実がた
くさん見受けられました。
　何かに使えないかな？という
示唆 ( きっかけ ) がそこにある
と感じました。

③たわわに実りながら朽ちる果実

　いざ植物の利活用を考えたい、
と思ったものの、山野草の知識
がない・植物の区別もつかない・
毒か薬かもわからない…という
状況。
　そうしたところ、友人の名刺
に「和ハーブ」の文字。調べて
みると、日本国内で江戸時代以
前から自生している植物につい
て学べるそう。
　ということで、昨年末に「和
ハーブ検定」受験してみました。
　学べば学ぶほど、どんどん興
味は増すばかり。でも外は積雪
の世界…
　春になったので、冬の間に見
つけた先生とフィールドワーク
します！

①和ハーブ検定、 山野草

③ 「いわき探検マップ (仮称)」 をつくろう

　岩木地区の古い町誌、村史はじめ、郷土史家の資料等、
情報収集を強化中。
　詳しい人（おべさま）を探していますが、なかなか見つ
からない。
　結果、紙資料に埋もれながら、探検マップをつくりたし
て行く予定。
　先日、試作品を何人かに見てもらいましたが、岩木地区
外の方ばかりだったので、「こんなん知らんかった！」と
いうお言葉もあり。俄然ヤル気に！
（葛原地区に人を集めたときに見てもらったので、「坂下」
エリアの紹介が多い試作マップになりました。）
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（２） これも地域資源？
　岩木地区を探索中、石碑や神社以外にもいろいろ見つけました。
　春先は、剪定のときに切り倒されたりんごの木、枝のほか、フキノトウなどの山菜。
　たわわに実っているのに放置されている果樹、勢いよく伸びた葛 ( 雑草 )、たくさんの小川…
　基本的に植物がよく目につきましたので、何か利用できないか、と考えるようになりました。

和ハーブ協会
　　和ハーブ検定

知人からの提案
柿採りたい

①希望の「～（し）たい」
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柿を採って干し柿つくり
したい人の集まり。

つくったら？



　五代で門松づくりをした日、移
動中に駒越でしめ縄をかけている
ところを目撃！
　「しめ縄って誰がつくっている
の？」という疑問から、人づてに
確認・紹介していただき、氏子総
代にお話を伺いました。
　結果、私の住む高屋町会の愛宕
神社…、日頃お世話になっている
津軽塗の職人さん（＝高屋の氏子
総代）作の注連縄ということがわ
かり、1周巡って元の場所に。
　今年の12月は、駒越愛宕神社の
3日間のしめ縄づくりを、最初から
最後まで見学する予定です！

駒越

　駒越でしめ縄の話を伺った
際、「一町田では昔から、車や家
用のしめ縄を製造卸している家
があるよ。」との追加情報をいた
だきました。
　岩木育ちの職員さんに確認し
たら、一町田のこの辺り…、と。
そこには偶然、畑で出会った方
のおうちが。
　突撃訪問し、お話し伺いました。
　結果、いまはしめ縄を作って
いる家は思い当たらないそう。
ここ 5年くらいで一気に減った
と、残念な情報が。
　「うちはまだ作っているよ！」
「引退した
けど作って
たよ」とい
う方、いら
したらお話
聞かせてく
ださい！

一町田

　やったことがない門松づくり。
　年末に「つくるぞー」という
情報を聞きつけて、参加させて
いただきました。
　日程が合えば、今年も参加し
たいと思っていますが、予定、
かぶりそう…。

五代 ( 蔵王地区 )
（１） 地域活動への参加
その他の地域活動

（２） 地域情報のヒアリング

　ＨＬＳ弘前で開催。
　コロナ禍で、多様な働き方がで
きる会社も増えてきました。
　自分で経験したことがないだけ
に、ワーケーションについて知り、
「地域おこし協力隊」として多様
な働き方ができる人たちを受け入
れられる場所づくりに興味があっ
たので、参加しました。
　結果、地域活動の先輩やリモー
トワーカーとして仕事している方々
と知り合うことができました。

地域づくりサロン ：ワーケーション

　弘前市が「地域づくりの人材
育成」を目的に、1年半かけて
おこなっている塾です。
　現在、塾生は私含め４人。積
み上げてきた経験の違いを感じ
つつ、未知の領域を開いてくれ
る塾生仲間たちです。
　私はこの塾で、行政ができな
い方法で「地域の人が手を上げ
てできる農育の方法」を実験・
実施するため、計画・調整中です。

ひろさき未来創生塾（進行中 )

　弘前大学の公開講座を受講。
　地域で起業した先輩たちの話
を聞いたり、ビデオ視聴したり
( 基礎編 )。…久々にレポート書
きました。
　ビジネスプランをつくるため
の要素を学び、実習で事業プラ
ンを作成 ( 応用編 )。
　人生初のプレゼン資料作成と
プレゼン ( しかもオンライン会
議方式！ ) を体験。

弘大じょっぱり起業家塾 2021

業務外活動
　隊員活動以外で、「地域活動」「地域活性化」「地域づくり」、そして退任後に向けた仕事づくり…
に関して無知なので、いろいろなところに出かけております。

こちらの活動については

順次、 報告していきます。



◆◇　編集後記　◇◆

こまめな発信が大事、ということですね。
　今後は、これからの展望やその実施状況等、定期的に活動報告したいと思います。
　「1回話してみたいな」「面白そうだな」「もっとこうしたほうがいいんじゃないか？」など、
何かあれば話しかけていただけると嬉しいです。
　また、「こんなことなら協力できるよ。」「チームつくれないかな」など、ヘルプしてくださる
方も探しています。
　みなさま、ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

空き家 梅や柿などの果樹

　「梅仕事」をしたいので、①②それぞれ探
しています。

①梅仕事を教えてくださる方

　昨年、人生はじめての梅干しに挑戦しま
した。なかなかに思った形にできなかった
ので、教えてくださる方を探しています。
　「レシピ、( 手づから ) 教えてもいいよ」
という方いらしたら、一度、ご連絡ください。

②手が回らなくて採りきれていない梅や杏の実

　「提供してもいいよ」という方いらっしゃ
れば、お声がけください。
　梅仕事した成果物
を何割かお返しする
形でお礼したいと考
えています。

　やってみたいことがあるので、空き家物
件を探しています。
　・部屋数多め （6 室以上）

　・リノベーション ・ リフォーム OK

　・立地 ：岩木地区の、 近隣に農地がある
　　　場所

　※「畑や里山に散歩に行ける」立地を想定。
　※バス停に出やすい場所であれば、なお可
　・その他条件等⇒相談させてください

　・賃料⇒相談させてください

「こんな物件なんだけど、どう？」「空き家
を貸してもいいよ」という方、ご連絡くだ
さい。
　具体的に、何を
しようとしている
のか、ご説明に伺
います！

※ “空き家物件はな
いけど、何をやる
つもりなのか気に
なる ”という方も、
お声がけください。

WANTED
探してます！ 探してます！

連絡先
　岩木総合支所　総務課
　地域おこし協力隊　辻村まで
　Tel:　0172-82-1621
　Mail:　har-tsujimura@city.hirosaki.lg.jp


