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道の駅・新湊に設置
射水市全地帯と富山・高岡市の一部地域に配布

約4万部発行

○ 花 に よ る 交 流 文 化「 お ぶ せ オ ー プ ン ガ ー デ ン 」

住宅の改修に「古民家再生」という方法がある。一般的

なリフォームとは異なることから“再生”と呼ばれている

が、建てた昔の状態に復元するわけではない。現在の時代

によみがえらせる。昔の意匠などを残しながら、今日の感

性や快適さといったものを取り入れて再生する。パッと見

は昔の家に見えるが、よく見ると新しい手が入っている。

これが若い人にも人気が高い。長野県小布施町の中心街は、

この古民家再生の手法で、街並みを丸ごとやってのけたよ

うなところがある。「修景」というまちづくりだそうであ

るが、この中心街に潤いを与えているのが、花などの植物

で、いたるところで上手に使われている。また、住宅の考

え方として、私的空間と公的空間をはっきり区別し、家族

新しい「ひと・しぜん・もの」語り

花で、人と人を

を私的空間である家に閉じこめるようにつくるのが一般的

である。ところが近年、地域とのつながりをもたせ、外に

開かれた住宅を模索するようになっている。小布施町の中

心街を歩いて気がつくのは、この地域に開かれた住まい方

で、公私の区別を柔軟に捉えた独特の近隣関係を成立させ

ている。ある家庭の庭では、近所の人が通り抜けできるよ

うにつくられている。この家の隣も同じ配慮をしている。

そしてこのような仕組みを円滑に動かしているのが、ほか

ならぬ花などの植物のようである。小布施町は、オープン

ガーデンでも先駆的な取り組みを行なっているが、それに

ついて話を聞いてみた。
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―おもてなしといえば、江戸時代に小
布施有数の豪農・豪商の高井鴻山が、
江戸から葛飾北斎を招いた歴史があり
ます。これが“小布施の北斎”につな

HySPEED工法
PERFECTパイル

エコスドライ

施工代理店 天然砕石パイル工法

を紹介したハンドブック 通
( 称イエロ
ーブック を
) 見て、小布施でもやれな
いかとなりました。
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アースクリーン21

―個人の庭などを一般公開するオープ
ンガーデンを、まちづくりに取り入れ
たわけですか。
○小布施のオープンガーデンは、花や
庭園で来訪者をもてなす交流が目的で
す。それが結果的に観光や景観、まち
づくりなど、各方面に波及効果を生み
出しているのではないかと思います。

…… 土曜日は午前のみです ……

お願い

当社クリーンセンターへ

―小布施町は観光客が多いですが、街
を歩いても気持ちがいいためか、疲れ
ません。街角の小さなスペースでも花
などの植物を上手に植えてありますね。
○もともと家庭での花づくりが盛んで
した。 年から「栗と北斎と花のま
ち」をスローガンに、花によるまちづ
くりを進めてきましたが、それが小布
施の文化になってきているとしたらう
れしいですね。
―駐車場など、普通はコンクリートで
整地するようなちょっとした空間にも
花や緑があり、それが肩肘張らずにさ
りげなくがいいですね。
○小布施町では、人優先のまちづくり
に「花」をキーワードにしてきました。
その取り組みが 年に 軒でスタート
し た 「 お ぶ せ オ ー プ ン ガ ー デ ン（ 無 料
開 放 ）」 に つ な が り 、 今 で は 住 宅 や お
店など 軒余りが参加しています。
―植物は、人の心を癒し、潤して気持
ちをほぐしてくれます。
○それまで個人の趣味的な花づくり、
庭づくりだったものが、行政がなかに
入って公共面や生活文化面、さらには
まちづくりの面から見直し、取り組ん
できました。その成果がオープンガー
デンだと思います。

38

―趣味的な花づくりに社会性をもたせ
たわけですが、ヨーロッパの花のまち
づくりなどを何回も見学し、いろいろ
勉強もされたそうですね。
○海外視察は何回も行なっています。
その中でイギリスのオープンガーデン

リユースセンター
アースクリーン21●

至富山

●ポプラ

バッテリー、スプレー缶、消火器等、
爆発の恐れがあるものを混載され
る場合は事前に内容物をお申し出
願います。

2000

検索

有限会社 カク

環境保全型地盤改良
TEL0766-82-1327・FAX0766-82-1328
射水市沖塚原724
kaku@w-itaru.com ㈲カク

夢ハウスパートナー

庭を公開中であることを示す案内看板が入口に掲げられて
いる。マナーとして、家庭のトイレ利用など、プライベー
トな場所へは原則入れない。

花と庭で交流

粗大ゴミ・不燃物は

1980
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▲「“おぶせ”オープンガーデ
ンブック」は定価100円。観
賞期間、花木の種類、ガーデ
ンオーナーのメッセージ、観
賞のためのマナーなど、今年
度版は123軒を詳しく紹介。
ガイドブックと同様の内容を
小布施町のホームページにも
掲載。
▲100カ所以上のガーデン
の中から目的に合った
オーナーを探すのが大
変な場合、「まち歩き
ガイド(有料)」がお勧
め。2名以上から利用
可。
▲

至富山

クリーンセンター

10766－83－0365

▲
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ガーデンオーナーには、原則
的に来場者用の駐車場はない。
オープンガーデンめぐりの足
は、徒歩かシャトルバス「お
ぶせロマン号 １
( 日周遊券
円〈 ～ 月運行〉」
)、それに
人が集まる場所などにも、さ
駐車場や小布施駅などに置か
りげなく花が飾られている。
れているレンターサイクル。

▲

有限会社カクは、自然素材を使った健康住宅「夢ハウス」の夢ハウスパートナーです。

▲「おぶせガイドセンター」
はオープンガーデンの名物
スポット。写真の花壇右側
の入口を入るとカフェのカ
ウンターがあり、その横を
通り抜けて裏庭へ出て、小
道を縫うようにしてホテル
へ抜ける。また、写真左の
ように自転車利用もよく目
にする。

お住いの屋根・外壁塗装工事

オープンガーデン

の方に声をかけて断っていると、住ま
いをされている方は、かえってわずら
わしいわけです。

―実におおらかな文化ですが、官民一
体のオープンガーデンは全国初だそう
ですね。
○季節や時期を限定せず、 年中オー
プンガーデンをしているまちも珍しい
と思います。しかも町は、ガーデンオ
ーナーに要請や苗代などの補助金はい
っさい出していません。入口の案内看
板とガイドプックを作って紹介してい
るぐらいです。公開期間や時間なども、
各オーナーに任せています。

り
見積も
無料

がっていますが、そのような伝統もあ
るのでしょうね。
○ 年に「小布施町における観光効果
の実態」調査が行われています。当時
で年間に 万人ほどが訪れ、なかでも
リピーターが多いのが特徴です。小布
施のどこが良いかとの質問に「懐かし
い」「ほっとする」「安らぐ」「癒さ
れる」といった声を多く聞かれました。
―オープンガーデンを目当てに訪れる
観光客も多いのではないでしょうか。
○そうだと思います。ウインドショッ
ピングや散策をしていて安らぎや癒し
を感じるのは、単にまちがきれいなだ
けではなく、そこに花や緑があり、そ
れを育てる心があるからだと思います。
オープンガーデンはその象徴ではない
でしょうか。

―今後、何か課題のようなものはあり
ますか。
○高齢化で庭の維持管理が負担になっ
てきているのと、若い世代に「お庭ご
めん」の文化がうまく継承できるかで
す。また、市街地と郊外では訪れる来
訪者数に開きがあり、いかに郊外にも
足を運んで頂くかです。今年は 月に
「オープンガーデンめぐり」を実施し、
日間で 人ほどが集まりました。
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1万5,000㎡の敷地に、花壇、築
山、芝生の広場、200種の熱帯
植物などを展示する「フローラル
ガーデン(庭園内は有料)」。同園
の向かいに農産直売所もある。

植栽されているギャラリーの
駐車場。「ハーブが植えられ
ています」と、注意を促す案
内も見られる。

1

※長野県小布施町産業振興課商工振興係で
話をお聞きしました。
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長野県小布施町では、
1980年から花によるま
ちづくりを進め、自治会
花壇や公共花壇なども
充実し、
「地域の人と訪
れる人との交流」、「地
域の人による地域の価
値の 創造 」を目指して、
2000年から個人の庭な
どを無料で一般公開す
る「おぶせオープンガー
デン」を始める。
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―庭などを見ていても、花など植物に
対する接し方に心が通っているという
か、温かみがあります。小布施にはも
う一つ、「お庭ごめん」の文化がある
そうですね。
○「縁側文化」「通り抜け文化」とい
った伝統です。他人の庭を自由に通っ
てもよいもので、もとは近道をするた
めに使ってきたものです。これは庭の
規模や質に関係なく、誰でも通れます。
小布施のオープンガーデンが成功した
背景には、このような文化が土壌とし
てあったからだといわれています。

】
【

▲町では、2004年から10年間ガ
ーデンオーナーの資質向上などを
目的に「ガーデニング大楽校」を
開校。気候・風土を理解し“小布
施ならでは”のガーデニングを推
進。写真は見事な博物館の前庭。
▲

2009

―他人の庭に挨拶もなしに入れてもら
うのは慣れないと少し勇気がいります。
○そのような声は時々耳にします。家

2

おぶせ
オープンガーデン

▲

小布施観光の人気スポット
「北斎館」。一日中、観光客
が絶えることがないほど人が
多い。

▲

○大正、昭和の空気を
ＮＰＯ法人アポロンは、射
水市本江の「勘兵衛はうす
旧
( 田中家住宅 」
) を拠点に活
動をしています。古民家を維
持、活用しながら人々に交流
の場を提供し、ものづくりに
携わる人々や地域の文化を応
援しています。
この住宅を建てた田中家は、
明治時代に北海道との交易を
はじめ、金融業などで財を成
しました。代々の当主が勘兵
衛を名乗ったことから、「勘兵
衛はうす」と名付けています。
2

6

ています。このときに庭塀と
庭門が造られています。
主屋は 階建ての入母屋造
りで、屋根が少し膨らんで見
えるむくり屋根になっていま
す。また、南東から見ると、
階建てのように見える複雑
な構造が特徴です。
室内は、銘木や上等な唐紙
などをふんだんに用い、意匠
を凝らした天井や建具など、
造作に贅が尽くされています。
建坪が 坪もある空間は、す
べて大正、昭和の空気を色濃
く残し、独特な雰囲気に包ま
れています。その様子は、ア
ポロンのブログに詳しく紹介
されています。
造作の質、建物の大きさと
もに見応えがありますが、な

かでも印象的なのが外観です。
正面玄関に向かって主屋を見
上げると、むくり屋根と深い
軒とによって優美さと力強さ
を併せ持つ重厚さ、堂々とし
た姿をしています。それを強
めているのが、玄関へのアプ
ローチにもなっている庭塀で
す。
ところが南東から眺める外
観はダイナミックで荒々しく、
景色が一変します。これが同
じ建物なのかと思うほど、別
の表情を見せています。
○使ってこそ文化財
アポロンの理事長・野入潤
さんによると、元々この古民
家は、所有者が市に寄付を申
し出たがうまくいかず、誰か
に使ってもらいたいと思いな
がら、解体も考えていたそう
です。そこで野入さんが 年
にＮＰＯ法人アポロンを設立
し、譲り受けたものです。
昨年 月には、勘兵衛はう
すの主屋、離れ、土蔵、庭門
の 件が国登録有形文化財に
なっています。この登録制度
は、「近代等の文化財建造物
を後世に幅広く継承していく
ために作られた」もので、国
からも保存をしていく文化的
な価値が認められたわけです。
また一方で、文化財は有効
に活用してこそ価値があると
いった側面もあります。アポ
4

10

2015

古民家から文化を
「勘兵衛はうす」

明治 年に主屋 し
( ゅおく )
建て、その後土蔵 棟を増築。
主屋は大正 年に焼失し、翌
年に再建。昭和 年頃からは
その主屋の南半分を大改築し
5

2
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〈株式会社 グラフ 印刷通販事業部〉

（税別）

¥ 1,702 !

検索

グラフオンラインショップ

えっ
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安く
こんなに
うの
ちゃ
でき

Online Shop

※コート90㎏／片面カラー／10日納期

A4チラシ100枚

なんと!

なう
射水
16

3

富山県内初!! インターネット印刷通販サイト

エコ ＆ エコな暮らし
環境に配慮するエコロジーも大切ですが、
経済性や節約のエコノミーも忘れることはできません。
この２つのECOを組み合わせた
「エコ&エコ」な情報をお届け致します。

食料品の輸送距離のことで、産地が近いほ
ど輸送エネルギー少なく、CO2排出量が
減ります。また、ハウ
ス栽培に比べて旬のも
のもエネルギー使用量
が少なくてすみます。
消
従って地産地消で旬の
野菜などは、環境に貢
献します。

ステンレスのサビ対策

所有からシェアエコへ

流し台など、ステン
レスのサビは、ケチ
ャップを塗ってしば
らくおき、ラップの
丸めたものや歯ブラ
シでこすると落ちま
す。酢などでも効果
がありますが、クレンザーや金属たわしは
キズを付けるので良くありません。

「シェアリング・エコノミー」の略で、物
やサービス、空間を共有して活用する社会
的な仕組みのことです。カーシェアリング
からスキルなどの
無形のものまで、
借主は所有せずに
利用でき、環境負
荷の軽減にも役立
ちます。

ブルに設定されています。ま
た、事前に連絡をすれば見学
なども自由にできます。

スーパーなどに置か
れている薄手のポリ
袋は、収納しにくい
のが難点です。ラッ
プフィルムの芯は、
そのポリ袋の容器に
使えます。芯の両端からどんどんポリ袋を
詰め込み、使うときも両端から1枚ずつ引
き出すだけです。

○問合せ／ＮＰＯ法人アポロン
射水 市本江２２８０ 勘兵衛はうす
電話０７６６ ５ｰ４ ６ｰ６４１

フード・マイレージ

これまでに川柳の会やガラ
ス作品の発表会、コンサート、
コスプレ撮影会、さらには劇
団の稽古場に使われたりもし
ています。このような様子は
ブログでアップされています。
利用料金はきわめてリーズナ

ラップの芯を容器に

ロンではこの勘兵衛はうすで、
陶芸やリースづくり、豆腐づ
くり、月見の会といった様々
な活動を行っています。さら
には、上質な大正・昭和時代
の空間を一般にも一室から貸
出しをしています。

きょうから始める

塗りの作業を 回ほど繰り返し
ている。
岩田さんのところに「自分の
使った思い出のデッキで何かつ
くってもらえないか」といった
依頼があるが、今のところオー
ダーは時間がかかり過ぎて難し
いという。
」は、県内のシ
「 Woodbird
ョップやネットで販売している
他、イベントなどにも出店して
いる。現在は日本海側しか出店
していないが、今後は東京や関
西のイベントへも進出したいと
いう。

☎0766-84-6648（岩門まで）

まずはお気軽にお問合せください。

射水市寺塚原 905-3

休 日

週休２日制（土・日）

廃材に眠る価値を発見し、デザインや新技術に
よって、価値の高い商品を生み出す「アップサ
イクル」は、リサイクルの新しいスタイル。

た岩田さんが、もったいない、
何か作れないかと思って取り組
み始めた。
また、積層構造のデッキは、
素材としての強度も十分なうえ、
表面に描かれている絵柄もカラ
フルでおしゃれである。さらに
はスケーターが付けたデッキの
キズは、いわば乗った人のスト
ーリーそのものであることから、
そのようなキズなどもうまく生
かしながら創作している。
リサイクルをしているけれど、
リサイクルを超えるモノをつく
りたい。「壊れた廃材からつく
っているが、そうは見せない」
」のコンセプ
のが「 Woodbird
ト。「そこまで徹底的に高めて
やりたい」とのことだ。
直径 ミリのピアスやイヤリ
ングであっても、手間ひま、時
間を惜しまない。最初に素材を
見て、何をつくるか、デザイン
をどうするかを考え、スケッチ
を起こすところから始める。制
作の過程も輪島の漆器づくりに
似て、幾つもの工程がある。ツ
ヤを出す鏡面加工だけでも研磨、

正社員 21万円～24万円 ／ パート時給 850円～1,000円

与

給

勤務地

8:00 ～ 16:45

勤務時間

廃棄物処理業、清掃業

種

職

アップサイクル

7

壊れたスケートデッキを雑貨に

小さい頃からスケートボード
に親しんできた岩田括人さん
富(山市在住 。)壊れて使用でき
なくなったスケートデッキ 板( )
でアクセサリーなどの雑貨をつ
くり、２０１３年頃から
」のブランドで販
「 Woodbird
売している。
一般にデッキは、北米産メイ
プル材をスライスした薄板に着
色を施し、それを 、 枚重ね
た構造になっている。薄板の重
ね方も縦方向と横方向を交互に
重ねて張られているために、デ
ッキが割れたときの断面に特有
の美しさがある。これに気付い
6

4

5

当社の理念の一つ「働く喜び」とは、社員が定時で帰れることもひとつの条件と考えます。
そんな企業です！長く働ける健康な人、待ってます。未経験の方も歓迎。

運転手、清掃作業員等（正社員／パート）募集してます！

1

山本建成工業

株式会社

56

MAKE THE KIZUNA ARCS.

FAX(0766)26-5358

電話(0766)26-5009
http://www.yamamotokensei.co.jp

山 本 孝 信

代表取締役

人の絆 社会の絆 世界の絆
「信頼」 「共栄」 「貢献」

絆 をつなぐ架け橋を。

〒933-0007 富山県高岡市角302-4

37

元 湯 金沢市

▲源泉掛け流しの大浴槽。ぬるめのお湯は癒しの効果大。

のを感じない不思議な入浴感
である。
次に気泡風呂やジェッ
ト風呂にも入ったが、ここは
普通の温泉という印象だった。
泉質は「ナトリウム 炭–酸
水素塩・塩化物泉」 １(号源
泉 と)「ナトリウム 塩–化物・
炭酸水素塩泉」 ２(号源泉 で)、
きりきず、抹消循環障害、冷
え症、うつ状態、皮膚乾燥症
などによいとされる。
階に「家族風呂 別(料金 」)
もあるほか、木曜日を「ニコ
ニコデー」として割引にした
り、幼児が無料になる「よい
子の入浴デー」を日曜日に設
けるなど、企画とアイデアで、
地域に愛される温泉を目指し
ている。
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金城温泉 元湯

気になる、あの温泉 

2

金城温泉
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浴槽に注入するまで、酸素に
触れないようにし、温泉の鮮
度をうまく維持している。
また、 号泉は ℃ほどと
低いために加熱し、ジェット
風呂や気泡風呂、露天風呂な
どに使っている。
代表取締役の村崎義朗さん
によると、同温泉は、元は井
戸を掘るさく井会社で、その
会社の敷地に自社で掘ったの
がこの温泉。昭和 年に開業
し、当時としては銭湯に源泉
掛け流しの温泉は珍しかった
そうだ。また施設は、浴室や
ロビーなどの天井が高く、
広々として気持ちがいい。今
日のスーパー銭湯を先取りし
た温泉だといえる。
村崎さんが「大浴槽はぬる
めのお湯なので、本当に、ど
れだけでも入っていたくなり
ますよ」という温泉に入浴さ
せてもらった。
普通は、お湯が熱くてもぬ
るくても、また水圧もあるの
で体はストレスを感じるが、
大浴槽に入ったときは、たし
かにぬるめのお湯ではあるが、
ほとんどストレスのようなも

島 田 公 志
▲

代表取締役

高齢者や小さなお子様連れに
好評の家族風呂

入浴料/400円
※ボディソープ・シャンプー・リンス
の備え付けはありません
入浴時間/朝6時～夜0時
(日曜日は朝5時～)
定休日/火曜日(祝日の場合は翌日)
駐車場/あり
住所/石川県金沢市赤土町ト100-2
(いしかわ総合スポーツセンター隣)
問合せ/電話076-268-2601

金沢の温泉といえば“モー
ル泉”が知られ、いたるとこ
ろで見かける。植物由来の有
機物を多く含んだ泉質が特徴
で、色は琥珀色、薄い茶褐色
をしている。
金城温泉元湯は、良質なモ
ール泉として「ここはええで
すね～」と、ネットでも絶賛
の声が多い。
源泉が ・ 号の二本あり、
℃弱の 号泉を浴場中央に
設置した大浴槽に使っている
が、これが源泉掛け流しで、
加水も加熱もしていない。し
かも、井戸からお湯を引いて
40

あなたに優しいサービスステーション

本社/大門ＳＳ 射水市二口28 Tel.0766－52－0131
大 島 Ｓ Ｓ 射水市赤井20 Tel.0766－52－2312
保険部/Tel.0766－52－8027 灯油配達・LPG/7 0120－62－0131
http://shimadasyouji.jp

快適な暮らしのプランナー
住宅設備・設計施工

10月号

水廻りの増改築
バス・トイレ・キッチン等
リフォーム全般ご相談下さい

株式会社

ミヤミ システム

〒933-0941 高岡市内免3丁目3-6 TEL（0766）25－8012 ㈹
FAX（0766）25－8015

そろそろ寝具も衣替え…

スリープアドバイザーが
セミオーダー枕や
快適寝具選びの
お手伝いをいたします。

【ホームページ】http://www.ec21.co.jp
【Ｅメール】ec21@ec21.co.jp

●店内商品●
射水市本町2-5-15
（旧新湊庁舎すぐ裏）

〒934-0011

大人気“またのあつこ”
タオルやハンカチ
ちょっとした贈り物に
いかがですか

秋のキャンペーン
SK-Ⅱプロデュース
“今のお肌を変える”
スペシャルトリートメント
SK-Ⅱの良さを余すことなく実感できる。
とてもめずらしい!美肌＆癒しの
ホットストーンフェイシャルコース
60分コース¥5400(税込)を

期間限定で¥3240

発行／

期間10月31日まで(要予約)

●期間中は何回でもOKです!

有限会社

イーシーエム

墓石・石材一式

〒934−0056 富山県射水市寺塚原344 2 0766−82−7764

石

丸石石材
代表

石井敏弘

自 宅／射水市本町2丁目6－4 184－2909
作業所／射水市松木380
184－3071

入れ歯でお困りの方は、一度お越しください。
●入れ歯で気になるところをチェックしてください

インキは大豆油インキを使用しています。

□
□
□
□
□
□

入れ歯の下に食べものが挟まって痛い
固いものがよく噛めないので、家族と外食ができない
見た目が気になって、うまく笑えない
しゃべりにくいため、電話の声が聞き取りにくいと言われた
口元がしぼんで、なんとなく顔が変わった気がする
口臭が気になると言われた

チェックが1つでもあれば、定期検診の受診をお勧めします。
診療時間 ●平日／9：00～12：00／13：30～18：00

休 診 日

やまざき歯科医院
〒939 - 0234 富山県射水市二口438 -1 1 0766-52-7748

土曜日・日曜日・祝祭日

