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他

米沢
探訪

武者道
上杉城下町の面影を訪ねて

平和通り駐車場の脇に、新たに西條天満公園が整備され市民の
憩いの場となっています。そこから南に約750m、裏道となる細
道が通称「武者道」と呼ばれています。今回は新たな歴史スポッ
トとなる武者道を歩いてみました。

武者道とは…
米沢城三の丸堀の外側に慶長13年（1608）、直江兼続の指揮で
築かれた幅9尺（約2.7m）の細道で、米沢城の東側の町人町の裏
を通っていました。
堀に沿った幅の狭い道で、町人町の裏を通る構造から、堀の管
理用や防御施設である土塁と堀を旅人に見られないよう、武士だ
けが通行できる道として武者道と呼ばれるようになりました。

大町

もう一つの説として、城下の南郊外に住む下級武士が町人町に買い物に行く際、刀を差
さず、笠で顔を隠し、頬かむりしてこの細道を忍んで出入りしたと伝えられています。
全国でもこのような武者道が残っているのは米沢だけのようです。
また、西條天満神社の境内が小高いのは、三の丸の土塁の上に祀ったからで、数少ない
米沢城の遺構の一つだそうです。
●くまの医院

●近野歯科

ツルハドラッグ●

●九里学園
●南部小学校

●九里幼稚園

●庚申堂
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❸
●米沢大門
郵便局

ホテル●
ベネックス

武者道

121

❹

●米沢税務署

明星●
保育園

昔と今の位置関係の図

享保10年
（1725）米沢城下絵図

❶
▲

平和通りにある
武者道入口

❷
西條天満公園

❷
土塁の上に建つ西條天満神社

武者道

三の丸

堀

三の丸

土塁

門東町

▲図１：武者道と堀の位置関係

❸
▲

▲ひっそりした細道が続きます

❹
日本三庚申で、三猿（見ざる・言わざる・聞か

●
ざる）が置かれてます
ホテル
サンルート米沢

❸
今回、武者道を歩き、車も入れないほど
の細道が約400年前からの由緒ある道だと

西條
●天満神社

❷

知り驚きました。
その当時、武士として誇りを持ち歩いた

❶

●山形銀行

道。時には、下級武士達が人目を忍んで歩
いた道。そんな歴史ロマンを感じながら武

●大沼

❹
米沢庚申堂

者道を歩いてみてはいかがでしょうか。
新たな発見があるかも知れませんよ。

（参考：むしゃみち歩き隊♪冊子）
（担当：大竹、鈴木（昇）、鈴木（朱）、植野）
Kawashima-Tsushin Jul.2013 Vol.24

03

印刷技術の過去・現在・未来

印刷の歴史
印刷の発明からスタートした印刷の歴史
も最終回となりました。

第３回

現代の印刷･これからの印刷

今回はコンピュータの進化に伴い印刷の
今を紹介していきます。

１．現代の印刷（アナログからデジタル化へ）
活字・タイプ・写植と進化してきた印刷

ンのスペックでは思うような仕事ができず、

技術も1984年にアップル社のコンピュー

手作業と平行しながらの業務がしばらく続

タMacintosh(Mac)の登場で印刷業界も

きました。

デジタル化へと進むことになります。

しかし、コンピュータ技術とDTPソフ

写植機で印字した文字を全て手作業で版

トの進化でデジタル化が一段と進むように

下におこし、専門的な知識や技術を必要

なり、MacがDTPの中心でしたが2000年

とした製版作業をへて印刷プレートを作

代に入るとWindowsでも導入されるよう

成する。その一連の専門的な行程をパソコ

になりました。

ンや対応ソフトにより、パソコン画面上

デジタル化当初の出力はイメージセッ

でただ１人でデータ作成を行う事が可能

ターでのフィルムまでの出力でしたが、現

となりました。ここからDTP（Desk Top

在ではCTPという機械でダイレクトに印

Publishing）という言葉がうまれ、当時と

刷プレートにレーザー出力ができ、100％

しては画期的なものでした。

に近いデジタル化を実現しています。

当社でも1990年代中頃から手作業での

今ではコンピュータの技術進化が進み自

版下作成からDTPへと少しずつ移行して

宅にパソコンがあれば、個人レベルでも自

きましたが、

由にデザインをしたりプリント出力ができ

当時のパソコ

る時代になりました。

1984年当時のMac
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1996年当時のMac

アナ
ログ

制作工程
写真
印字

製版工程

版下

デジ
タル

フィルム

写真
アミ入れ等

刷版

DTP

全てパソ コ ン 上 で 作 業 が 行 える

編集作業の様子

印刷へ

印刷へ

現代の作業風景

２．これからの印刷
多様化するお客様の少部数・短納期等の

今やインターネットの発達により、情報発

ニーズにあわせ、印刷の版を使用するオフ

信が瞬時にできる時代になりました。近年、

セット印刷とは違い、デジタルデータをダ

端末デバイスの普及により手軽に扱え、本

イレクトに印刷できるオンデマンド印刷が

に変わる電子書籍が注目されています。

普及し始めています。
印刷は遠い昔より多くの人々に情報や知

しかし、紙の印刷物や本を手にした時、
その存在感と風合いや優しさはこれからも

識を伝える大きな役割を担ってきましたが、 変わることがないと信じています。
（参考：Wikipedia）
（担当：植野、大竹、青木）
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レポ！おきたま 前田慶次供養祭
Report OKITAMA

2013.6.4（Tue.）

万世町堂森にある善光寺さんで行
われた
「前田慶次四百二回忌供養祭」
に初めて参加してきました。
戦国時代に活躍した前田慶次が晩
年を米沢で過ごし亡くなられたこと
は知っておりましたが、米沢で供養
祭をしていることは、２年前の四百
回忌供養祭の様子が全国ニュースで
放送されるまで知りませんでした。
会場となった善光寺さんには今年
も各地から大勢の参加者が集い、今

列は阿弥陀堂まで続きます

回も元Ｋ１ファイターでおなじみ、
正道会館の角田信朗氏も参加されて
おりました。
毎年６月４日に法要がありますの
で、皆さんもお時間があれば手を合
わせに訪れてみてはいかがでしょう
か。

堂森善光寺

前田慶次供養塔へと続く
参拝者の列

山形県米沢市万世町堂森山下375
陣羽織を羽織って
記念撮影もできちゃいます

現地図

「かねたん」
「けーじろー」ももちろん参拝

（担当：鈴木（朱）、青木、鈴木（昇））
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節電うちわ 今年もやります！
PROJECT in YONEZAWA 2013

7 月 1 日より駅 設 置 開 始

期間：2013年7月1日（月）～9月30日（月）

みなさんに節電に興味を持って頂き、
エコ活動の輪を広げていきたい！
という思いで2011年に始まったこの企画。
今年で3年目になります。
当プロジェクトに賛同していただいた米沢市内の企業様、事業所様からのご協賛により、100％紙製のエコうちわ
を作成。作成したうちわは、米沢駅構内に設置し、駅を行き来する観光客や市民が、無料でうちわを手に入れるこ
とができます。

2013年イメージキャラクターとうちわデザイン

今年のイメージキャラクターも、昨年にひきつづき、大人気の
【かねたんと仲間達】
!!
しかも、
ウラ面デザインはなんと6種類！かねたんと仲間達がゆる～く、
楽しく節電を呼びかけてくれています。

今年の
デザインは
全6種類！
米沢駅で
お確かめ
ください！
米沢市「前田慶次」
マスコットキャラクター

米沢市「上杉景勝」
マスコットキャラクター
©aki okano

米沢市「直江兼続」
マスコットキャラクター

米沢市「お船の方」
マスコットキャラクター

©aki okano ©2009 Wedge Holdings

©aki okano

新入社員紹介
すがわら

菅原

み

わ

ふじい

美和

藤井

４月 30 日生 おうし座
Ｏ型
趣味／温泉
サーフスケート（初心者）

ともこ

智子

９月 18 日生 おとめ座
AB 型
趣味／プチ家庭菜園
ＤＩＹ

はじめての業種で不安もありますが、常

久しぶりの仕事で緊張していましたが、

に笑顔を忘れず日々成長できるように頑張

社員の皆様がとても優しく話しかけて下さ

りたいと思います。

り、毎日楽しく仕事させていただいていま

よろしくお願いします。

す！これからも、どうぞよろしくお願い致
します。

（担当：渡邉、大坂）
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健康
プチ豆知識

夏バテを吹き飛ばせ！
スパイスたっぷり
夏はカレーでダイエット

夏になると、よく雑誌やレストランなどで「カレーフェア」と銘打った企画を多く目にします。それはな
ぜでしょう。汗をかくから？おいしいから？それももちろんありますが、その他にも栄養素や調理法など、
夏にカレーを食べるべき要素はたくさんあるのです。だからといって、そのままパクついてるだけではもっ
たいない。もう一工夫加えて、ダイエット効果を促す食べ方をしましょう！
●カレーの食べ方四箇条
その１
ナンは小麦や強力粉で作られ、生地にバターが練り込まれているのでカロリー
ナンよりもごはん、量は少なめにす
が高め。
るべし
その２
付け合わせでオススメなのは、
らっきょう＆ピクルス

らっきょうには、冷え性の改善、利尿作用など、ダイエットに効果的な要素
がたくさん含まれています。食物繊維も豊富で、整腸作用もあります。さら
にコレステロール値も下げてくれるなど体にいいことだらけ。ピクルスには
油脂分分解効果があり、カレーの油を分解してくれます。一緒に食べると後
味がさっぱりしますよ！

その３
ドリンクは乳飲料にするべし

舌に膜がはられ、辛さの刺激が減ります。量を飲まなくても辛さが和らぎ、
胃液が薄まることもありません。カレーショップに行くとラッシーやチャイ
など、乳飲料が多く目につくのはこれが理由だったのですね。

その４
たまねぎは茶色くなるまで
炒めるべからず

炒める段階でたくさんの油が必要になるので、その分カロリーも高くなって
しまうのです。確かに茶色になるまで炒めると、うま味が増すのと同時に血
液をさらさらにする効果がうまれます。うま味をとるか、カロリーをとるか
…。ダイエッターのあなたならどちらを選びますか？

＊上級者向け

カレーに加えればダイエット効果アップ

スパイスにはダイエットに有効な効能がたくさん含まれています。近年のエスニックブームも手伝って、
今ではスーパーなどで簡単に手に入るようになりました。
スパイス辞典

スパイス名
フェンネル
ブラックペッパー
レッドペッパー
ナツメグ・メース
アジョワン
ターメリック
コリアンダー
カルダモン

こんな人にオススメ!!
水太りタイプ・便秘症の人
水太りタイプ・便秘症の人
脂肪太りの人
冷え性の人・便秘症の人
便秘の人
水太りタイプの人
水太りタイプの人
冷え性・便秘症の人・脂肪太りの人

この他にも夏バテ防止ダイエットカレーレシピやスパイスの特徴＆効能が詳しく紹介されています。参考
にしてみてはいかがですか？
（参考：http://diet.goo.ne.jp/topics/0307_no4/）（担当：大坂、渡邉）

編集
後記

じめじめした梅雨の時期はどうしても屋内に篭りがちになり、気分も憂鬱になってし
まいます。だけど、いやな雨でも、お気に入りのレインウェアを探して雨の散歩に出か
けてみるなど、ちょっと考え方を変えてみると梅雨も楽しくなるんじゃないでしょうか。
意外な発見もあるかもしれません。
梅雨が明けると本格的な夏が到来します。米沢の短い夏を存分に楽しみたいものです。
（渡邉）

編集委員：渡邉広樹、大竹清和、青木

裕、鈴木朱実、植野浩二、大坂真代、鈴木

昇
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