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維持協力金のお願い
皆様には平素より竹之高地町同友会の活動に際し、ご協
力頂き有難うございます。
さて、竹之高地町同友会では現在、皆様からの支援金、
太田地域の皆様からのご支援、中越地震の復興基金などを
活用させて頂き環境保全等の活動に取り組んで参りました
が、これからの同友会の活動は自分たちでの維持・管理が
必要になると思います。
何卒ご協力を賜りますようお願い致します。
同封の郵便局払込用紙でお願いします。
１．協賛金額
２．募集期間
３．納入方法

問い合わせ先

一口 ３，０００円
平成２８年８月３１日（水）まで
同封の郵便払込み用紙にて
（手数料受取人負担）
会長 原 義一
電話 ０２５８－２２－１０６５
携帯 ０９０－３１４０－８５０９

田植えが終わり

ヤマシャクヤクが咲いた
東山植物園のヤマシャクヤクが咲きました。
毎年咲いていたのですが、なかなか写真に残
すことができませんでした。この花は咲き始
めから２～３日で花びらが落ち始めます。午
前中はまだ開かず、夕方やっと開き始めた写
真です。
後日、不動様境内でも１輪でしたが咲いてい
ました。
シャクヤクが開き始めたところです。
（夕方４時１０分撮影）

平成２８年
６月号
２０１６年６月１日

竹之高地町同友会
〒940-1123
長岡市竹之高地町
不動社社務所内

やがて夏が来 る

竹之高地唯一の住人「ハシバ」さんの田植えが終
わりました。「今年は腰が痛くて、東山の田の作付
は諦めて、ここの１枚だけ田植えをした」と言って
おられた。昔はこのような時には「アタル」とか親
戚が農作業を手伝いに来てくれたものでしたが、今
は周り近所には誰もいないのが現状です。「手伝う
ので誘ってください」と別れ際に言ったが自分は会
社勤めであるため日曜日ぐらいしか手伝えない、ジ
レンマです。竹之高地産天然乾燥米は旨いのです！
竹之高地を「田畑を耕しコメや野菜を作り、錦鯉を
飼って、このふるさとの里山を長く楽しめる場所」
にしたいのです。

竹之高地不動社 社務所
電話 ０２５８－２３－００５４

平成２８年度の行事

竹之高地同友会

２０１６年
６月１２日（日）
町内道普請（春の草刈）
７月１０日（日） 不動滝 滝開き 滝行
７月下旬
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

下の写真はカタクリの２年生、３年生です。
種を蒔き始めてから３年になりました。蒔い
た種が全て芽を出したかのようにたくさんの
芽が出て、生育も順調のようです。このカタ
クリは2020年に咲く予定です
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竹之高地がみんなで集える場所となりますように

チャレンジサイクリングのため通行注意

町内の街灯が蛍光灯型からＬＥＤ型にかわりま
した。ほんの少しですが省エネに貢献できます。
蛍光灯に比べ大きさは変分になり、明るさは２倍
になったような気がします。
２ 台更 新済 、
あと ３台 更新 手
配中です。

７月３日(日)朝 7：30～11：00 頃まで自転車レー
スのため、横枕～村松～濁沢～蓬平～高龍神社駐車
場～（折り返し）～虫亀・栃尾方面まで1,000台の
自転車が列を作って疾走します。大変混み合います。
この地域は車道が狭いのと、自転車は列を作ってい
るため追い越しもなかなかできません。（自転車の
速度は時速20～30km）
この日、竹之高地へは上記の時間を外しておいで
ください。（写真は2014年の高龍神社の駐車場です）

今年中 に５台全
てがＬＥ Ｄ型にな
る予定です。

今月号の内容
•【２ページ】不動社滝開きのご案内
•【３ページ】平成２８年度 竹之高地そば祭り実施要項
•【４ページ】「竹之高地町の維持協力金」のお願い

イベントに来て、見て、一緒にやってみよう
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平成２８年度

滝行参加案内
平成２８年度

不動社滝開きのご案内

昨年の滝行の様子

今年は寒暖の差が激しく天気が安定しない日が続いており、
体調維持も大変なこの頃ですが、崇敬者の皆様にはご清祥の
こととお喜び申し上げます。
日頃 不動社に特段のご理解、ご協力を賜り感謝申し上げ
ます。今年も不動社滝開きを下記の通り執り行いますので、
多数のご参加を頂きたく御案内申し上げます。
記
期日
７月 １０日（日）
午後２時より 神事、お滝行
場所

竹之高地 不動滝
（尚 滝行なさる方は千円お納め願います）

お滝行終了後、皆様方の親睦を兼ねて直会を用意しており
ます。会費三千円でお申込みいただければ、滝行されない方
も参加できます。お酒も出ますので、お車の方は乗り合わせ
等 配慮の上お越しください。直会の会場は蓬平「角八」に
なります。
滝行及び直会の申込みは７月３日までに社務所・原まで
不動社社務所
〒940-1123 新潟県長岡市竹之高地町２３４０
☎０２５８-２３-００５４
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竹之高地そば祭り

そば祭り実施要項

1.開催日時
平成２８年１１月６日（日）
2.主催
竹之高地町同友会 まほろの会
3.内容、その他
（1）そば予約券（当日のそば食事券）１人 1,000円
予約券は１００～１２０食を販売
スタッフ３０名は無料
（2）そば作付面積
昨年の半分程度（各作業を１日で完了するため）
（3）スタッフ反省会
11月13日（日）収支計算、そば打ちを楽しむ会
4.「そば会員」について
（1）そば会員は、そば祭りにスタッフとして協力する
とともに、まほろの会の作物栽培に積極的に参加
する。
（2）会員同士の親睦を図るため楽しむそば作りを、
６月２６日（日）定例会終了後の10：30ころから実
施（そば作りと打ち合わせ会）。
（3）そば会員募集要項
会費
１人 1,000円
募集人員 定員３０名になり次第締め切り
申込〆切 ６月１２日までに社務所・原まで
申込書に記入して申し込みをしてください。
注意 上記の内容は現時点(5/29)での計画ですので、打ち
合わせにより変更が生じます。ご承知おきください。

～

そば会員募集 ～

昨年度から竹之高地では集落の環境
保全のため町内の皆さんが実施してい
たそばまつりを会員制にして地区の方
にも参加してもらい、一緒に楽しんで
いただくようになりました。竹之高地
は雪深い山間地のためそば作りには適
した土地柄です。また他に平場では味
わえない昔ながらの作物（あわ、ネギ
等）も栽培しています。つきましては、
昨年の反省を踏まえて今年も竹之高地
そば会員の募集を行いますので、上記
のそば祭り実施要項に従い申し込みを
お願いします。
なお、申し込み締切は６月１２日で
すが６月下旬まで若干名は受付するよ
うです。下記に連絡をして確認してく
ださい。
連絡先 竹之高地不動社 社務所
原まで（火・金曜日は休み）
電話番号 0258-23-0054

竹 之 高 地 不 動 社
総代
原 精一郎

身を清める

昨年の滝行の様子
竹之高地
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長岡市竹之高地町の不動滝で、恒例
の「滝開き」があった。約１５人の参
加者らが白装束姿になり、「お滝行」
と呼ばれる滝打ちで身を清めた。
竹之高地不動社（鎮守様）近くにある
不動滝は、「３層の名瀑（めいばく）」
として知られる。高さ約５０メートル
あり、弘法大師が全国行脚の際に訪れ、
荘厳さに心を打たれたと言われている。
例年は２層目まで上って滝打ちをする
が、今年は前日の雨で水量が増したた
め、３層目の滝つぼで実施。無病息災
を祈った。
【新潟毎日新聞 2013年07月19日】
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そばまつりに向けて作業始まる
2016年５月２９日 よく晴れて、夏の暑さを感じるこの日、秋のそば祭りに向けての作業が始まりま
した。 そばを播種する予定地に肥料を散布し、耕運作業を行いました。5/28ユンボと軽トラで肥料を
畑の中に小さく山積みにしておいた。本日はこれを農作業に慣れた男たちがスコップで散布して、耕運
機により土とかき混ぜて、施肥作業を終えました。
ネギの作付場所に溝堀り作業をしました。ネギはそば祭りに薬味として使用しますが、大半はそば祭
り当日に販売しています。６月１１日（土）にネギ500本の植え付け予定をしています。皆様の参加をお
待ちしております。
あわの播種を行いました。そば祭りにあわ餅を作るのに使用します。あわはたいへん小さな種（0.5ｍ
ｍより小さい）です。小さな溝を作り播いていきますが、どこまでどのくらいの量が入ったのか私には
全くわかりませんでした。ここの女性たちは慣れた手つきでそれぞれの分担作業をこなしていました。
話しかけても種から目を離さず、元気な声を返してくれました。すごい集中力だなと感心しました。
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