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関山街道フォーラム ～メルマガ Ｖol.７６～

（配信日：平成２７年６月３日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

関山街道フォーラム協議会

関係各位

お世話になっております。

■総会、講演会も無事終えることが出来ました。参加された皆さま大変ご苦労さまでした。

講演会のアンケートでは

・太宰先生のお話を皆さんを「もっと長く聞きたかった」とのご意見が多く、本当に地名からこ
の宮城地区の歴史を知ることができ、関心を深められたようです。

・ニッカウヰスキー（株）仙台工場は、「マッサンブームもあったが、工場は地元の誇りと思
う」「また訪れたくなった」

・四ツ谷用水について、「本当に市民にもっともっと知ってほしいと思いました」

などが、寄せられていました。

■今週末６、７日には、総会の際に後藤先生からご案内いただきました『南東北ローカル３
線旅企画in宮城』

が予定されています。

まだ少し余裕あると思いますので、よろしければ岩松旅館に泊まってゆっくり街道探訪をお
楽しみください。

■5月31日の南東北ローカル３線旅企画in高瀬は
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米沢、福島や仙台から17名の参加者で

・山寺の新関さんの案内で山寺～高瀬間の散策

・紅花の間引き作業、さくらんぼの収穫の農作業体験

・子供たちが配膳のお手伝いをしてくれた、おもてなしの田舎料理

を楽しみ、地域の方や参加者同士で交流を深めることができました。

愛子からはサイカチ川の愛護団体関係の方の視察も同日あり(15名ほど)、

地元の方もいれて総勢50名近くになりましたので、皆さん準備等が大変だったと思います。

本当にありがとうございました。

----------------------------------------------------------------------------
------------------

【本日のお知らせ】

◇6/6-7(土・日) 南東北ローカル３線旅企画in宮城

★6/20(土) 第３１回仙山カレッジ「国道４８号の将来を考える」

～物流、防災 横軸連携の礎に～

★6/20(土) 東北大学東北アジア研究センター上廣歴史資料学研究部門

公開シンポジウムのご案内

◇平成27年度 6月20日（土）、21日(日）、27日（土）、28日（日）

仙山線さくらんぼ号 作並駅イベント

----------------------------------------------------------------------------
------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇6/6-7(土・日) 南東北ローカル３線旅企画in宮城

--------------------------------------------------------------------------

※６日のみ参加、７日のみ参加、６日だけ参加し宿泊、宿泊して７日だけ参加

６日参加し宿泊し７日も参加、６日・７日両日日帰りで参加 いずれの参加形態
も可能です！

●６月６日（土）のコース
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【選奨土木遺産 仙山線鉄道施設群と伝説の里を訪ねる旅】

作並駅 9：41着…交流電化記念碑 …車… 転車台・機関区 …車… ニッカウヰスキー仙台工

場 11：00～12：00

2014年度土木学会選奨土木遺産 朝ドラ「マッサン」で話題となりました

…車… 作並温泉 食事処「満月」…車… 鳳鳴四十八瀧13：20～13：40 …車… 新川・ほとと

ぎす塚14：00～14：10

（昼食） 風光明媚、階段状の瀧 義経の妻北の方と子を祀った塚

八ツ森駅跡地（新川川橋梁）14：20～14：40 …車… 岩谷堂入口から徒歩 … 新川・岩谷堂15：

00～15：30 …岩谷堂入口まで徒歩

2014年度土木学会選奨土木遺産 叔父と姪夫婦の愛の物語

…車… 作並温泉Ｐ …徒歩… 湯神神社16：20～16：40 …徒歩… 平賀こけし店17：00 …徒

歩… 作並温泉

※集合・解散 作並駅 仙台駅9:04⇒作並駅9:41 山形駅8:55⇒高瀬9:09⇒作並駅9:41

作並駅16:36⇒仙台駅17:13 作並駅16:36⇒山寺駅16:56⇒山形駅17:16

作並駅17:38⇒高瀬駅18:00

※車は乗り合わせになります。（宮城側スタッフの車）

なお、夕方早く帰りたい参加者は、途中でも近くの駅まで送ります。

■宿 泊

作並温泉 鷹泉閣「岩松旅館」 〒989-3431仙台市青葉区作並字元木16

TEL395-2211

料金 一人13,000～15,000円程度（夕食・朝食付き、５人部屋の予定、交渉中）

●６月７日（日）のコース【仙台西部「水と鉄と土の道」ハイキングと定義参り】

（宿泊者は車で熊ヶ根駅へ移動 山形方面の方は熊ヶ根駅9:47着、仙台駅からの方は愛子駅9:30着でボーイスカ

ウトのバスに乗車）

熊ヶ根駅 10：00集合 …徒歩… 熊ヶ根宿 …熊ヶ根トレッスル橋10：20～10：30 …徒歩… 水

道記念館・青下水源地

日本一高いトレッスル橋（国道から見学） 仙台市の水道施

設 県登録文化財
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見学 …バス…大倉ダム車窓見学 …バス…大倉ふるさとセンター（昼食600円程度）12：30～

13：30 …バス…

日本初のダブルアーチ式多目的ダム

定義（観光ガイドボランティアによる案内）14：00～15：00 …バス… 熊ヶ根 …バス… 愛子駅

…仙山線… 仙台駅

平家落人の里、縁結び、子宝、安産にご利益あり 三角あぶらあげが大人気

※バスはボーイスカウトさん側で手配したバスを利用

※集合：熊ヶ根駅 仙台駅9:04⇒愛子駅9:30 山形駅8:55⇒熊ヶ根駅9:47

解散：愛子駅または仙台駅 愛子駅16:15⇒仙台駅16:40 愛子駅16:22⇒山形駅

17:16

■申し込み・問い合わせ： （世話人） 後藤光亀顧問 ・携帯090-4476-0810

※別添のチラシで申し込みください。

-------------------------------------------------

★6/20(土) 第３１回仙山カレッジ「国道４８号の将来を考える」

～物流、防災 横軸連携の礎に～

-------------------------------------------------

■日 時 ： 平成27年6月20日（土） 午後１時30から午後4：00

■会 場 ： 「花の湯ホテル」東根市温泉町1丁目7-12 TEL0237(42)0050

■講 演 ： 東根市長 土田 正剛氏

■討 論

パネリスト 東北地方整備局 道路調査官 大江真弘氏

山形県トラック協会専務理事 奥山公吉氏

防災科学技術研究所新庄雪氷環境実験所契約専門員 阿部 修氏

座長・コーディネーター

宮城大学事業構想学部教授（当協議会顧問） 宮原 郁子氏

■申込み 河北新報社 電話022(211)1481

JU
ST PDF Tria

l



※詳細はチラシを参照ください。

耳より情報です。交流会参加者等は定員があると思いますが、河北新報社からバスが出
ます。 （国道４８号を通ると聞いています）

-----------------------------------------------------------

★6/20 東北大学東北アジア研究センター上廣歴史資料学研究部門

公開シンポジウムのご案内

-----------------------------------------------------------

テーマ 磐井の江戸時代をほりおこす

一関市大東町・金家文書の世界

■日 時 ： 平成27年6月20日（土） 14：00～16:30

■会 場 ： 大東コミュニティセンター 室蓬ホール

※岩手県一関市摺沢字街道下25-3

■ 講 演

「金家文書との出会い～史料保全活動の経緯～」

佐藤大介（東北大学災害科学国際研究所准教授

「山論史料から見える江戸時代の東山～境塚・山論絵図・草飼～」

高橋美貴（東京農工大学大学院農学府准教授

「芦東山の弟子金孝蔵」

張 基善（芦東山記念館学芸調査員）

■参加方法 ： 申込不要・入場無料

■問合せ ： 東北大学東北アジア研究センター上廣部門

T E L/FAX 022-795-3140

Email yoichi.takahashi.e1@tohoku.ac.jp

※詳細はチラシを参照ください。

-----------------------------------------------------------

◇平成27年度 6月20日（土）、21日(日）、27日（土）、28日（日）

仙山線さくらんぼ号 作並駅イベント
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-----------------------------------------------------------

今年もさくらんぼ号特別列車運行にあわせて、作並温泉旅館組合では下記のイベントを作
並駅で実施いたします。

各日の芋煮配膳等のお手伝いをいただけるボランティアスタッフを募集いたします。

ご都合よろしければ、是非このメールへの返信（又は広瀬市民センターあてに）で6月15日
まで

参加可能日、名前をお知らせください。

・ 「一の坊 すずめ踊り」 21日・28日

・ 「広陵太鼓」 20日・27日

・ 芋煮の振舞い 20日、21日、27日、28日

・ 伊達ハイボール試飲 20日、21日、27日、28日

■集合時間 ： １６：４５

■場 所 ： 作並駅

□□□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━

□□ 以上、よろしくお願いいたします。

□

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━☆

＜メルマガ事務局（広報・編集部会）からのお知らせとお願い＞

・本メールマガジンへのご意見、情報提供等や

・本メールの配信先の追加・変更、配信停止を希望の方は

お手数ですが、メルマガ事務局 （又は広瀬市民センター℡022-392-8405）

までご連絡をいただきますようお願いいたします。

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━☆
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【関連情報等】

◇ＨＰ： http://sekiyamaforum.web.fc2.com/

◇伊達に会い隊Facebook：https://ja-jp.facebook.com/dateniaitai 新鮮な地域情報が
掲載

されています！！

→H27.3.31で一旦お休みとなっています。

◇みやぎ・やまがた連携ネットワークFacebook：http
s://www.facebook.com/miyayama.net

添付ファイル 4件
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