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竹之高地トンネルと高龍様奥の院
竹之高地の奥のトンネルは「竹之高地トンネル～奥の院
トンネル～萱峠トンネル」という名称で国道３５２号線の
不通区間（栖吉～山古志）の竹之高地の部分です。昭和４
０年ころから始まった竹之高地～種苧原のこのトンネルは
貫通していますが道路はまだ開通していません。最大の難
所「奥の院大橋」の建設作業が残っています。工事関係者
の話ですと「これから１５年後の2030年ころの完成予定で、
５０億から７０億の予算が必要」と聞いております。道路
として使えるのはまだまだ先の話で、還暦を過ぎた私はこ
こを通ることか出来るのだろうか。それでも毎年少しづつ
予算が付いて工事が進んでいます。
今年は竹之高地トンネルと奥の院トンネルの床版舗装工
竹之高地トンネル 団子山方面より
事（コンクリート打ち）が施工されます。
この工事のため７月１５日～８月１０日まで毎日多数の
生コン車と砂利運搬のダンプが竹之高地に入ってくるそう
です。竹之高地までは十分注意しておいでください。
高龍様の裏手から山道を歩いて３０分くらいで「奥の院」
に行けたが、残念ながら現在は整備されていないので通行
できない。駐車場右手の山道を歩くと、岩肌の道が続き山
陰のため陽が当たらず涼しく登っていけた道でした。奥の
院にお参りして、すぐ下に山茶屋があった。高龍様の「奥
の院」はトンネル工事のため移転したのか、いつ移転した
のか定かではないが、現在は手前の「山小屋」の跡地に移
転している。
夏になると思い出す 奥の院の山茶屋の「ところてん」
奥の院トンネル 猿倉を望む
この時期になると、その山小屋で食べた冷たい「ところ
てん」が必ず思い出される。裏山から流れてくる清水で冷やされたスイカ、キューリ。その中でも「とこ
ろてん」は格別であった。浅めの皿の中に突きたてのところてん、そして醤油をさっとかけ、１本ばしで
口に滑らせる、あの味は２０年たった今でも忘れられない。

平成２８年度の行事
竹之高地同友会
２０１６年
７月２４日（日） 農園 そばの種まき
８月７日（日）
町内道普請（夏の草刈）
８月２７日（土） 不動社 夏の百八灯、盆踊り
８月２８日（日） 不動社 夏季大祭
９月 ・・・・農園 あわの刈取-はさかけ乾燥
１０月 ・・・・農園 そばの刈取-乾燥-脱穀-粉ひき
・・・・あわ落とし、仕上げ
１１月
農園 ネギ収穫
１１月初旬
そば祭り
１２月 ・・・・花桃冬囲い、用水点検、案内板はずし
２０１７年
大晦日 元旦
不動社 ２年参り 初詣
２月１８日（土）又は２５日（土）
不動社 冬の百八灯
２月２８日（火）
不動社 春季大祭
イベントに来て、見て、一緒にやってみよう
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～夏が来た ～
７月１０日（日）不動滝の滝開きが行われ
不動滝 滝開き
ました。ここ２週間ほど雨の日が多く、滅多に晴れませんでしたが、
さすが不動様の祭りです、この日は朝からきれいに晴れ上がりました。
竹之高地の木々の緑が一層濃くなり、白く落ちる不動滝がよく見えま
す。
不動滝の上、木々の合間に見える赤茶色の屋根が不動社です。東向
きの滝なので朝日はあたりますが１０時を過ぎる頃には周りの木で日
陰となります。昼過ぎ３時ころに滝の下に降り、滝壺から見上れば、
滝口に太陽を見ることができます。まるで龍が天に昇る時に光を放っ
ているように見えます。後光が差しているようにも感じます。今の時
期だけだと思いますが機会がありましたら見て感じてください。

山を下りる前に不動様にお礼の参
拝をしたあと、遠くで「カナカナ・・・」
と鳴くひぐらしの声が聞こえてきま
した。いよいよ夏です。

ヤマユリが咲いた

～201６年７月２４日～
町内のヤマユリが昨年より１週間以上早くきれいに咲いて
いました。 不動社駐車場から滝の崖にヤマユリが５株あり
ましたが、７月の１０日ころ大きなつぼみとなったところで、
刈り取られていました。
毎年ここは竹之高地で
一番早く咲く場所です。
昨年の感想に「ヤマユ
リ独特の良い匂いが、
滝の涼風とともに上がっ
てくる。気持ちの良い
朝である。」とありま
した。残念です・・・。

蛍を見つけた 先日6/13に「山歩
き」に「現在は竹之高地にホタルがいな
くなり」と書いてしまいましたが、昨晩
（6/18）、ついに竹之高地でホタルが飛
んでいるのを見つけました。村中では見
つけられず、東山に向かいガンバタケと
の三叉路に、十数個の光の粒を確認でき
ました。木々の枝葉の間から月が丸く東
の空にいでて、糸を引くように光りなが
らホタルが飛ぶ様子に、しばし我を忘れ
て眺めていました。

今月号の内容
•【２ページ】不動社夏季大祭のご案内
•【３ページ】不動滝 滝開き
•【４ページ】竹之高地トンネルと高龍様奥の院
ところてん（蓬平えびすや）
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開催案内
百八灯と盆踊り

不動社夏季大祭のご案内
今年は毎日猛暑が続いております。崇敬者の皆様に
は体調の管理に気をつけて頂いていると思います。
さて、竹之高地不動社では恒例の夏季大祭と百八灯
を下記の通り執り行います。ご多忙中とは思いますが、
多くの方の参加を頂きます様、ご案内申し上げます。
記
８月２７日（土） 百八灯
午後 ６時３０分 神事開始
神事終了次第点灯
８月２８日（日） 祭礼
午前１０時３０分 神事開始
午後 ０時 直会(会費３千円)
※２８日祭礼後の直会に出席希望者は準備の都合上、
８月２１日（金）までに下記にお申し込み下さい。
（水、金曜日のみ連絡不可）
不動社社務所
〒940-1123 新潟県長岡市竹之高地町２３４０
☎０２５８-２３-００５４
竹 之 高 地 不 動 社
総代
原 精一郎

～ことしも踊リに来て～
日時 ８月２７日（土）午後６時３０分～
百八灯を６時半より行い、終了後、７時
ごろより納涼盆踊りを行います。声の良く
通る音頭と、元気な太鼓に合わせて、昔な
がらの竹之高地の盆踊りを踊りましょう。
老若男女誘い合わせておいでください。
昔の青年団ががんばっているところを、見
に来てください。
●やぐら作り ８月２７日午後１時～
百八灯と盆踊り会場の設営を、当日の午
後１時より行います。ろうそく準備、櫓建
て、萩とススキ刈り、電燈取り付け等、い
ろんな作業があります。皆様のご協力をお
願いします。
●音頭取り、太鼓たたき 募集
昔取った杵柄、大いに歌って、叩いて、
思いっきり踊ってください。
酒を飲んだら車を運転しない！
祭りのあと、社務所に泊まって翌朝片付
けを手伝ってから帰りましょう。
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不動滝

滝開き

～草刈参加案内

日時 ８月７日（日）午前８時～
道路脇の草刈・
側溝 整備 を行 い
ます 。皆 様の ご
協力 をお 願い し
ます 。暑 い中 で
の作 業で す。 準
備を 万全 にし て
きてください。
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一本杉のしめ縄作り
日時 ８月１４日（日）午前８時３０分～
不動様の一本杉と大石
のしめ縄かけかえを行い
ます。毎年このお盆の時
期にかけかえますが今年
の日程は決まっていませ
ん。運良くであったら見
ていってください、
しめ縄作りを体験できるかも・・・。
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-７月１０日

不動滝の滝開きが行われました。不動様でお祓い、
神事をして、滝壺に移動して滝行をしました。今年
は１０名の方が滝行に参加しました。先週見に行っ
た際には滝壺には粘土層が崩れた「おんないわ」で
覆われ、浅く平らでしたが、梅雨の豪雨でこの土が
洗われて。大きな黒岩が露出しており、岩の間は深
く、すべりやすくなっていました。落ちてくる水流
は思いのほか強く、頭でまともに受けることができ
ません。打ちつける水は冷たく、心が洗われました。
川に入ると水は冷たく体がブルブル震えていまし
たが、滝壺で落ちてくる水に打たれると冷たさも感
じなくなり、頭の中がスッキリとし、煩悩が流され
た気分になりました。

ネギ苗の植え付け-６月１１日
朝から暑くなりそうな今日ネギの植え付けを行っ
た。こんな暑い日に？と思うが「ネギ苗は強いの
だ、大丈夫、根付くから」と先輩は言っておられ
た。５人で５００本
の植え付け作業は２
時間弱で完了した。
木陰で休憩をした後、
水源の水が外れたの
で修繕して、本日は
解散しました。

春の道普請

夏の道普請
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-６月１２日

今年１番の暑さでの町内道普請でした。４０名
弱の人たちからご協力いただき道普請を行いまし
た。道路脇の草刈を４班に分かれて行いました。
年々参加者が歳を重ねてきたので、今年は草刈
りの範囲を少々縮めて行いました。昨年より作業
時間が少々短縮でき、夕方４時頃作業完了となり
ました。冷たい飲み物をいただき体を休めて解散
となりました。お疲
れ様でした。
昼食は米三俵の会の
ご協力により、美味
しく食べさせていた
だきました。ごちそ
うさまでした。

---

そばの種まき

-７月２４日

先日の日曜日に２２名の人たちが集まり、暑い
日でしたが、皆で和気藹々と「暑いね、あっちぇ
な」と言いながら種まきををしました。多数の参
加者で頑張った結果10時ころには完了したので、
ネギのうね間の草取りも行いました。
７月２４日に種まきをしたそばが、２６日から
２７日からの雨で芽が出て、今日２８日は双葉が
開いていました。これで今年もそばは順調に実る
はずです。なぜなら、昨年も播種をした２日後に
雨が降りその後２週間
以上も雨が降らずじま
いでありましたが、暑
かった８月を順調に育
ちましたから、大丈夫
です。
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