「寒いから」「感染症予防に」と、家に閉じこもってばかりいると運動不足になりがちです。また、寒いと体に無意識に
力が入って、筋肉がこわばり、血流も悪くなり筋肉がかたくなってしまいます。日頃から体を動かす習慣をつけましょう。
自宅でできる簡単な体操をご紹介します。
② 膝伸ばしの運動

➀ 立ち座りの運動

足先を自分の方に向け
膝を伸ばし、ゆっくり元に戻します
左右１０回ずつ行います

足の裏がしっかりと床に
着くように座ります
ゆっくり立ち上がり
ゆっくり座ります

10回
×

10回
×

発
住

行：出羽コミュニティセンター運営協議会
所：〒990-2172 山形市大字千手堂404番地１
☎ 684-7030／ F a x 684-1265
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.yamagata-community.jp/~dewa/

できれば

２セット

③ 深呼吸

できれば

２セット

鼻から息を吸い
口から息を吐き
気持ちよく身体を
伸ばしながら行います

＊山形市介護予防
チラシより抜粋

コミセン事業として、
12月18日（土）
ミニ門松づくりが
おこなわれました

「パイナップルきんとん」
■材料（6人分）

）

・さつまいも
・パイナップル缶詰
・砂糖
・パイナップル缶汁

300ｇ
120ｇ
30ｇ
60g

■作り方
➀ さつまいもは2㎝の輪切りにして皮を厚くむき、
柔らかくゆでる
② ゆで汁を捨て、よくつぶす
③ ②に砂糖とパイナップル缶汁を加えてよく練る
④ パイナップルを細かく切って③に混ぜる
⑤ 12等分にし、ラップに包んで茶巾絞りにする

お正月に食べる「おせち料理」は「御節料理」と書き、
もともとは季節の変わり目の節句に神様にお供えした料理
でした。しかし、お正月が1年の始まりとして最も重要な
節句なので、「おせち料理」といえばお正月の料理を意味
するようになったそうです。
昔から元旦には「年神様」(としがみさま)という新年の
神様が、１年の幸福をもたらすために各家庭にやってくる
とされていました。
年神様は私たちのご先祖様で、田の神や山の神になり、
家の災いから守ってくれるといわれています。お正月に
向け大掃除をしてお正月飾りを
飾るのは、年神様をお迎えする
ためです。
おせち料理は年神様へお供え
する料理で、家族が１年幸せで
あるよう願いを込めた
縁起のよい料理のようです。

慣れない作業に
苦戦する場面も
ありましたが、
皆さん楽しみな
がら門松づくり
を体験しました
心のこもった門松
で素敵なお正月を
迎えられそうです
ね！

講師の黒沼さんから
縄の結び方から飾り
付けまで、丁寧に作
り方を教えていただ
きました

にしきたまご

「錦

卵」

「山形青菜」は漆山が発祥の地

■材料（6人分）

）

・卵
・砂糖
・塩

6個
45ｇ
0.6g（小さじ1/10）

■作り方
➀ ゆで卵を作り、皮をむき白身と黄身に分ける
② 白身と黄身はそれぞれ分けて裏ごしし、それ
ぞれに半分量の砂糖と塩を入れる
③ 流し缶に白身を平らに入れて押さえ、その上
に黄身をふわっとのせて広げて強火の蒸し器
で6～7分蒸す。冷めてから切り分ける
＜食生活改善推進協議会出羽班＞

山形の伝統味「青菜漬」。この青菜が漆山で誕生したのを
知っていましたか？
明治29年に東村山郡出羽村漆山字元屋敷（現在の15区
内）に農事試験場が創設され、そこで「青菜」を試作してい
たという史実が見つかっています。
明治41年に山形県に多肉タカナの青菜の種子が山形に入
り、農事業試験場で試作した結果、品質が優れていたことか
ら栽培がはじまり、正式名称「山形青菜」が誕生。現在は県内
全域で栽培され、冬の食卓には欠かせない「青菜漬」「おみ
漬」として親しまれています。
最上紅花と共に山形青菜も出羽地区が発祥の地でした。
参考「出羽不思議発見」

新年 明けまして おめでとうございます
昨年の今頃はコロナ禍が収束に向かい、従来の日常生活に戻るものと期待して
いましたが、残念ながら一進一退を繰り返し、コミセンの利用も制約を受けています。
コロナの感染拡大防止のため様々な行事が中止されています。 社会的な絆は人
との対面する形でより関係性ができ構築されるものだと思います。こうしたことから
創意工夫を凝らし 「元気応援プロジェクト」等の行事を実施しました。
コミセンは地域の方々にとって世代間交流や生涯学習の場でもあり、生きがいづくりの場となって、地域のコミ
ュニティ創りに大きく貢献しています。
今年こそは、ワクチン接種や治療薬の開発等により、様々な行事を実施できる環境が整い、出羽地区が笑顔で
溢れることを期待したいものです。
出羽コミュニティセンター所長

＊今年の『 新春交換会 』は中止になります

…

出羽地区町内会連合会

令和４年度

市民税・県民税申告相談

出羽地区市政懇談会

○日

時

令和４年２月１日（火）【午前】9時15分～11時30分 【午後】1時～3時30分

さる12月16日に「出羽地区市政懇談会」が出羽コミュニティセン

○会

場

出羽コミュニティセンター 1階

○持 ち 物 ・マイナンバーや本人確認書類

ターで開催されました。

・源泉徴収票など、令和３年分の収入がわかるもの
・帳簿（営業・農業・不動産のある方）
・必要経費の領収書
・各種所得控除の領収書、支払額証明書、障害者手帳など

市長からは市政の取組みなどの
講話があり、また出羽地区からは
下記の4つの要望を提出し、市と
の意見交換がなされました。

※会場では入場制限を設けます。混雑を避けるため、郵送による提出のご協力をお願いします。

要望については後ほど市から

※会場には、必要最低限の人数でお越しください。また、マスク着用、検温へのご協力をお願いします。
ご来場の方は、事前に申告書、収支内訳書等をご自宅でご記入ください。

文書で正式に回答がありますので

■ 交通指導員の委嘱を団体に

次号のコミセンだよりで紹介します。

出羽地区の交通指導員は市から３名委嘱され

■ 出羽地区の住所表示変更について
出羽地区の住居表示については、 「大字地域」では大字名
以下に最大で４桁の数字や枝番号が付され、表示されている。
しかし、表示番に規則性がないため、各区
に番地が飛び、住所地を探すのが非常に

ることになっているが、年間を通しての活動のため
負担が大きく、なり手不足のため、現在は１名しか
おらず、新たな交通指導員を委嘱することは極め

所表示に変更してほしい。

地域の団体に依頼し、交替で

■ 地区社協に対する支援体制の強化について
３団体が中心となって 「地域共生社会の実現」 に鋭意取り組んで
いるが、地区関係者は現役を引退された高齢者の協力に頼らざる
を得ない状況下にある。なかでも社協関係の事務は複雑多岐に

わたり、その量も多く、役員成手不足の
一因にもなっていることから、地区社協
配置されている生活支援コーデイネ
ーターの増員を図ってもらいたい。

詳細は広報やまがた１月１５日号をご覧ください。
なお、山形税務署から確定申告の案内が送付された方は「山形テルサ」での申告となります。

【問合せ先】 市民税課 ☎641-1212 内線304～310、366

日 本 一 の 紅 花 商 人

出羽もがみべにばなの会 長瀬正美

立哨指導する等の方策を検討して

していただきたい。 出羽地区町内会連合会
当地区では福祉事業関係団体として、社会福祉協議会はじめ、

※令和４年１月２７日～３月１５日まで、市民税課での申告書の受付は行っていません。

このことから交通指導員としての任務
を個人に委嘱するのではなく、

出羽地区町内会連合会

※医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書が必要です。領収書添付、提示では申告できません。

て困難な状況下にある。

困難な状況下にあるため、分かりやすい住

の業務を軽減し補完できるよう、現在

多目的ホール

■ カーブミラーの対応について
出羽地区内には市や地区交通安全
協会等で設置したカーブミラーが
１３２基設置されているが、その所管が
明確でないため、カーブミラーに関する
窓口・部署を山形市に設置し、対応を一元
化していただきたい。また設置、撤去等に
要する経費も市で負担していただきたい。
交通安全協会出羽支部

出羽地区社会福祉協議会

山形市小型家電リサイクル事業
～こでん里帰りプロジェクト～をご利用ください
小型家電に含まれる有用金属を国内で再資源化し、ごみ減量を推進のため、
ごみ減量
家庭から出る「使用済み小型家電」の回収を行っています。
すすむくん
回収した小型家電は、再資源化事業者に引き渡されたのち、大切な資源として生まれ変わります！
【対象品目】家庭で使用済みの小型家電４６品目、パソコン（ブラウン管モニタ✕）、携帯電話、ゲーム機など
※個人情報は事前に消去してください。
【回収方法】市役所１階、公民館(中央公民館は除く)の専用ボックス、ごみ減量推進課、市指定再資源化事業者
コミュニティセンターでは回収していません。
※ 詳細は市ホームページ、または下記までお問い合わせください。

【問合せ先】ごみ減量推進課 ☎641-1212 内線698・699

江戸時代、山形に数十件あったとされる紅花商人。中でも日本一の紅花商人と言われている
のが長谷川家です。長谷川家では寛文２年(1662年)に没した初代・吉兵衛を祖とし、宮城県側
笹谷村から婿養子に入ったのが、４代目・吉兵衛です。5代目は商才に長け、川崎・角田領主の
御用達商人となり、吉郎治と名乗ります。初代・吉郎治は長谷川家中興の祖といわれ、長男の2
代目・吉郎治は丸長( 長 )の屋号で本家当主の座を務めます。次男・和五郎(屋号 川 )は、分家
後も支配人として本家を支えます。三男・吉内(屋号 谷 )は、本家最大の地盤であった仙台方面
の営業を統括します。丸谷長谷川家の現在の当主は、元殖産銀行(現きらやか銀行)頭取長谷川憲
治氏で、呉服問屋を営んでいた時代の蔵屋敷は「山形まるごと館紅の蔵」となっています。吉
内の婿養子三代目・吉郎治は後に隠居分家し、山 長谷川家初代となり、現山形銀行頭取長谷川
吉茂氏は五代目に当たります。
嘉永２年(1849年) 長 長谷川家の紅花取り扱いは、287駄(紅餅で34440kg)にのぼり、全国
生産量の12～14%と日本一の出荷量を誇る紅花商人でした。また村山・庄内をはじめ、宮城・
福島・岩手さらに関東の有力商人と取引関係を築き多くの出荷を実現しました。紅花は勿論、
生糸・青苧を扱い、帰り荷として繰綿(くりわた)・太物(麻織物、綿織物)・塩を持ち帰り東北で
大規模に販売する「ノコギリ商い」で２万両(10億円)の売り上げをあげていました。また、金
融業も展開し「巨大な総合商社」であったと言われています。
長 長谷川吉郎治を始め、江戸時代末期水野藩五代紅花商人と言われたのが、
谷 長谷川吉内、万 村井清七、十 佐藤利兵衛、十 福島治助。他に 三三浦屋権四郎
ニ 吉野屋吉兵衛、十 佐藤利右衛門等多くの商人が活躍していました。山形の紅花
「最上紅花」が繁栄した理由には栽培に適した気候・風土が挙げられますが「最上
川舟運という大動脈、日本海航路、江戸時代を通じて随一の換金作物である紅花、
さらに村山地方には秋田藩、仙台藩などのような大藩がなく、幕領や小藩領が入り
組み錯綜するいわば『非領国』であったという政治的条件が山形商人の自由活溌な
経済活動をもたらした」と山形大学の岩田浩太郎教授は指摘しています。

