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特集

白布探訪

９月に入り、いよいよ行楽シーズンを迎えました。今回は開湯700年を迎えた、白布温泉
の歴史と自然をかわしま通信のスタッフが体験し、レポートします。この秋は、車を降り、
ちょっと足をとめて…白布温泉街を歩いてみてはいかがでしょうか？

白布温泉の
名前の由来

1

全コース
歩きやすい

「開湯700年」を迎え
た白布温泉とは…。
一羽の傷ついたタカが
お湯に入って傷をいや
しているのを猟師が見
つけ、薬効あらたかな
湯のおかげで白毛斑点
のタカが回復し飛び
立ったのを見た猟師
は、その温泉を「白斑
鷹湯」と呼び、後に「白
布高湯」になったとい
う伝説や、白い布のよ
うに温泉が流れていた
ので「白布温泉」とい
う名がついたという説
もあります。

START
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広い駐車場あり

展望台

3
白布森の館 GOAL

白布西国三十三観音

2
4
薬師如来尊堂

急な坂。
足元注意！

東屋

おすすめコース
白布温泉遊歩道のコースを一時間余りかけ
ゆっくりと歩きました。
季節によって変わる木々の葉の色を楽しみ、
遠く近く鳥の囀りに耳を傾け、足元の野草や
虫たちを探す楽しみ。自然とのふれあいは穏
やかに時間が流れます。
勿論、帰りには温泉に浸かり心と体をリフレッ
シュしましょう。

至
天元台ロープウェイ

米沢藩
鉄砲
鍛造の碑

5

西屋

おみやげはココ！

かもしかや
そば処

吾妻軒

山の季

中屋別館
不動閣

❶白布温泉遊歩道
吾妻の自然を短時間で味わえ、
白布森の館上の駐車場から森の
中を一周する約1.2kmの比較的
歩きやすいトレッキングコー
ス。草木につけられた名札や展
望台からの眺めはGood!

❷白布西国三十三観音
亨保14年（1729年）に建立。歴
代上杉藩公も参詣。上杉家寄進
の石灯籠も残っている。
両国三十三観音を一ヶ所の奉礼
した珍しいもの。

至
福島・檜原湖

米沢市森林体験交流センター

❸「白布森の館」

大樽川

白布大滝入口

ロッジ風造りの館内には自然
に関した展示室や軽食があ
り、温泉入浴も出来て気軽に
くつろげる。

❹薬師如来尊堂

6

白布温泉の守護神薬師如来尊
を奉る御堂３つ〔薬師如来〕古
くから医療・医薬の仏として
信仰。白布温泉郷内に建って
いる。閑静な杉林に囲まれた
小さな御堂は白布温泉の歴史
を物語っている。

❺米沢藩鉄砲鍛造の地

❻白布大滝

天地人で知られる直江兼続ゆか
りの場所－当地を治める直江山
城守兼続公。慶長９年（1604
年）江州の鉄砲師吉川惣兵衛と
泉州の和泉屋松右衛門を招き約
10年間白布の地で1000挺の鉄
砲を製造。

豪快・迫力満点－温泉街に沿っ
て流れる大樽川の上流にかか
る落差50メートルの滝。西吾
妻山の雪解け水が萌える。新
緑に映えて流れ落ちる６月
や、紅葉の10月必見。

※一部、白布温泉関連のホームページを参照させていただきました。
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活動の軌跡

特集

歴史の町米沢で活動してきた山形おきたま愛の武将隊。今回で第５期を迎え、県内はもちろん、
県外にも数多く出陣し、置賜の観光ＰＲを行ってきました。武将隊の演武や立ち居振る舞いは、
多くのファン層を広げ魅了しています。今までの活動を紐解いてみましょう。

第１期

2010年4月より第１期発足。
(置賜地方の歴史と観光PRのために発足する）

～

2010.4

第２期

2011年4月29日(金)

第２期山形おきたま【愛】の武将隊始動！上杉神社にて初陣祈願

2011年7月18日(月)

合戦！忍城おもてなし甲冑隊vs山形おきたま愛の武将隊

2011年9月23日(金)

戦国まつり「長谷堂の戦い」SP

～

2011.3

2012年3月24日(土)

山形おきたま【愛】の武将隊

2011.4
2012.3

[直江兼続・前田慶次・阿虎・青木新兵衛・最上義光・楯岡光直・鮭延秀綱・伊達政宗・はな姫・奉行・紫・棟梁]

第３期
～

2012.4
2013.3

第４期
～

2013.4
2014.3

第５期
～

2014.4
2014.9

伝国の杜前広場

FINAL～ファイナルイベントを開催

2012年4月29日(日) 米沢上杉まつり 第３期山形おきたま【愛】の武将隊「初陣式」
2012年5月20日(日) 仙台城址 出陣
2012年7月1日(日) 山形新幹線開業20周年記念(山形県米沢市)
2012年8月25日(土) 謙信公祭 戦國サミットin越後上越（新潟県上越市）
2012年12月8日(土) 忍城址遠征（埼玉県行田市）
2013年2月9日(土)～10日(日) 第36回米沢上杉雪灯籠まつり協賛イベント「戦国武将大集合
『第２回米沢冬の陣』
」
2013年3月17日(日) 第３期山形おきたま【愛】の武将隊ファイナル公演
[直江兼続・大国実頼・阿虎・上泉泰綱・前田慶次・最上義光・楯岡光直・鮭延秀綱・伊達政宗・片倉小十郎・奉行・紫・つばき・さくら・凜]

2013年4月6日(土) 伝国の杜及び上杉神社付近 第４期 山形おきたま【愛】の武将隊 初陣
2013年6月15日(土) 山形市「山形日和。」観光キャンペーンオープニングセレモニーに出陣
2013年7月6日(土) 小野川温泉ほたるまつりに出陣
2013年8月17日(土) 總宮神社に出陣 「BATTLE OF HASEDOⅡ」CD発売
2013年8月24日(土) 第88回謙信公祭に出陣！(新潟県上越市)
2013年9月22日(日) ハイウェイフェスタとうほく2013～明日を乗せて～に出陣（宮城県仙台市）
2013年10月27日(日) 東日本武将隊サミットに出陣！（宮城県白石市）
2013年11月4日(月) 文化まるごとフェスティバルに出陣！(山梨県甲府市)
2013年12月15日(日) 元祖武田赤備え祭りに出陣！(山梨県山梨市)
2014年2月8日(土)～9日(日） 第37回米沢上杉雪灯篭まつり協賛イベント『第３回米沢冬の陣と歴史講演会』
2014年3月30日(日) 武将隊DAY ！2013年度ファイナル(演武納め)に出陣！（新潟県上越市）
[直江兼続・最上義光・鮭延秀綱・伊達政宗・片倉小十郎・前田慶次・紫・あやめ・すみれ]

2014年4月4日(金) 春の交通安全県民運動出発式に出陣 第５期 山形おきたま【愛】の武将隊 初陣
2014年4月29日(火) 米沢上杉まつり開幕祭に出陣
2014年5月25日(日) 田んぼアートの田植えに出陣
2014年7月6日(日) 小野川温泉ほたるまつりに出陣
2014年7月19日(土) 兼続公まつり 愛禮武 兼続公行列に出陣(新潟県南魚沼市)
2014年8月6日(水) 仙台城跡七夕ナイトに出陣(宮城県仙台市)
2014年8月23日(土) 第７回山王祭に出陣(東京都大田区)
[直江兼続・上杉景勝・伊達政宗・片倉小十郎・支倉常長・紫・あやめ・すみれ]

※出陣記録は山形おきたま愛の武将隊ホームページより抜粋しております。
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思い出に残っている出陣
上杉景勝

直江兼続

米沢市
「上杉神社」

上杉謙信公の御霊を祀る上杉神社は「歴史のまち米
沢」を代表する観光拠点であり、大勢の観光お客様
が訪れて下さいます。
幾度も出陣致
したが、 その
度に多くのお
客様と出会い、
沢山の笑顔を
頂いた思い出
深き場所に御
座います。

伊達政宗

片倉小十郎

支倉常長

山梨県
「赤備え祭り」

軒

宮城県
「鬼小十郎まつり」

めざみの里まつりに出陣
地酒と黒べこまつりに出陣
9/7日 とっておきの音楽祭inやまがたに出陣
9/13土 こまつ市に出陣
9/13土 山形DCクロージングに出陣

宮城県
「支倉常長祭り」

猿

関ヶ原の笹尾山交流広場出陣

紫 ：新演武初披露の音響操作担当で凄まじい緊張によ
り手が震えました。完璧ではありませんでしたか、
無事終了した事への安堵感が忘れられません。
あやめ：初めての関ヶ原、初めての最上軍演武披露で、緊
張のあまり床几を出す位置
を間違えてしまい、悔いは
残りましたがそのことも含
めとても思い出深い出陣で
す。
すみれ：戦国ファンなら一度は訪れ
てみたい関ヶ原への出陣は、
それだけでも胸が躍りまし
た。強風によるハプニング
等も、今では良い思い出で
す。

山形おきたま【愛】の武将隊
9/6土

2014年6月8日

それぞれ仙台、川崎、米沢の支倉常長が勢揃い致
した！「三名の常長が出揃うことによって発生する
…常長トルネード！」…なんて必殺技を妄想してお
りました…お恥
ずかしい。この出
陣で米沢におけ
る支倉常長の存
在感を、十分にア
ピールが出来た
のではないかと
思いまする。

2013年10月5日

それがし思い出の出陣は、白石市にて開催された
「鬼小十郎まつり」に御座りまする。白石市はそれ
がし初陣の地でも御座りますれば、やはり思い入
れも一入。また、それがしと共に写真に御座る奥
州片倉組の組長こと、今一人の片倉小十郎殿とも
仲良くさせて頂い
ており申す。今後
も置賜と白石との
交流が更に深まれ
ば、嬉しゅう御座
りまするな。

岐阜県
「関ヶ原へ出陣」

某が選ぶのは岐阜県関ヶ原に出陣した事じゃ。戦
国時代に赴けなかった地へ400年越しに出陣し、尚
且つ置賜の観光案内ができた事は誠に感慨深き出
来事じゃった。 かつ
て日ノ本を分かつ程
の大戦となった主戦
場地も、 平成の世で
は置賜観光案内の絶
好の機会ゆえ、ありっ
たけの魅力を伝える
事ができ申した。

2013年12月15日

左膝の靱帯の再建手術をして完治には８ヶ月もか
かるとの話であったが、無謀にも術後２ヶ月余り
で痛み止めを飲みながら出陣致しました。今思う
とゾッと致しまする。これも偏に応援して下さる
皆様があって
こそで御座い
まする。 この
場を借りて御
礼申し上げま
する。 ありが
とうござった。

2013年11月24日

2014年9月の出陣予定

9/13土
9/15月
9/17水
9/27土
9/28日

※取材にご協力頂きました山形おきたま愛の武将隊の方々をはじめ関係者の
皆様に、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

東光蔵開きに出陣
第38回白鷹鮎まつりに出陣
よねおりかんこうセンターに出陣
第３回なせばなる秋まつりに出陣
第３回なせばなる秋まつりに出陣 待っておるぞ!!
Kawashima-Tsushin Sep.2014 Vol.31
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みんなであいべ !!

※
「あいべ」
とは…
米沢弁で
「行こう」
の意味

置賜地方は、美味しいものの宝庫！そんな置賜の地で営業しておられるお店を訪ねてき
ました。今回は、
「ラグパティ」さんです。

本格カレーを楽しむなら！
異国の雰囲気がある

ラグパティオススメ
ススメの品!!
もっち
もちの
ナンは
格別ナ
ンです
！

ラグパティ

インド人がつくるインド料理のお店、ラグ
パティ。
前菜、サラダ、炭焼き料理、カレー、ナン
などのメニューが豊富！何を選ぶか迷って
しまいますが、今回はおすすめの３品をチョ
イス！辛さは甘口・中辛・辛口・激辛から
選べます。もっちもちのナンが最高！スパ
イスが効いているカレーとナンの相性は抜
群！！辛さを和らげるラッシーを飲みなが
ら、社外報スタッフ5人ですべて美味しくい
ただきました!(^^)!
takeoutもできるので、お家でも本格イン
ドの味を楽しむことができます！
みんなで本場のインドカレーを食べに行き
ませんか？

2014年9・10月の

9/6
9/6
9/13
9/13～14
9/13～15
9/21
9/23
9/23
9/27～28
9月中旬
06

左からキーマセット ￥1,450（税込）
ラグパティスペシャルサービスセット ￥1,750（税込）
マハラジャセット ￥1,450（税込）

名

称 ラグパティ
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●米沢市役所

所 在 地
山形県米沢市桜木町2－76

●わくわくコマレオ

営 業 時 間 昼/11:00～15:00
夜/17:00～23:00
定 休 日 無休
電 話 番 号 0238-24-3363

主な置賜イベント情報

めざみの里まつり（飯豊町）
地酒と黒べこまつり（川西町）
東光蔵開き（米沢市）
赤湯温泉ふるさと祭り（南陽市）
第38回白鷹鮎まつり（白鷹町）
スポーツワンデーフェスタ（花スポ）（長井市）
長井1000人芋煮会（長井市）
第49回白鷹若鮎マラソン大会(白鷹町）
なせばなる秋まつり（米沢市）
萩生ふるさと秋まつり（飯豊町）

至山形方面

ハローワーク
●米沢

10/4～5
10/5
10/10～13
10/12
10/17～11/9
10/18～19
10/19
10/20
10/25～26
10月下旬

●笹生歯科医院
●ファミリーマート
むすめや●
花店

★

ラグパティ

金剛閣●

変更になる場合がございます。確認の上お出かけください。

かわにし秋まつり（川西町）
田んぼアート2014稲刈り体験（米沢市）
高畠ワイナリー 秋の収穫祭（高畠町）
第27回マイクロマウス東北地区大会（長井市）
南陽の菊まつり（南陽市）
米沢市産業まつり･米澤米まつり（米沢市）
クラシックカーレビューIN高畠（高畠町）
大里峠越え交流（小国町）
交流センターふらりまつり（長井市）
黒沢峠まつり（小国町）

川島印刷の委員会を紹介!!

決起懇親会を実施しました！
川島印刷で
行っている
委員会とは…

PR委員会

フェイスブックとホームページの両面から、川島印刷
を盛り上げて“お客様に、川島印刷の魅力を広く発信
し、価値を感じていただく”
ことを目標としています。

2S委員会

物を整理整頓し、取り置きや探し物をするロスを削減する
ことができ、よりよく効率的な作業ができるような【整理整
頓されたきれいな職場】を目指して、日々頑張っています。

コミュニケーション委員会

社内外のコミュニケーションを深く浸透させる活動をし
ています。表面的な交流活動だけではなく、真に情報の
共有ができるコミュニケーション活動を目指しています。

全社員が「自らの職
場環境をよりよくし
よう！」「効率のよい
業務を行える環境を整え
よう！」という目的に対し
て、自ら考え、実行しています。
働きがいのある会社を目指し、
みんなで頑張っていきます！

業務改善委員会

顧客満足度の向上や、私たちの働きやすさの向上のた
めであったりと、様々な目標を掲げ、日々の業務を改
善をする取り組みを行っています。

社外報委員会

社外報を通して、置賜地区の魅力の発信・弊社の魅力を少
しでも感じていただき、お客様との“つながり”を広げてい
くことができるよう頑張っていきます。
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レポ！おきたま

Report OKITAMA !

恒例となりました !! 夏のグルメイベント !!

第５回 Ｙ－１グルメグランプリ＆ミュージックフェスティバル

2014.7.27（Sun.）

７月27日㈰松川河川敷で今年も『米沢YEG主催 第５回
Y－1グルメグランプリ』が開催されました。昨年より２
店舗増えた20店舗が出店していました。がっつり系から
スイーツまで色々あってどれも美味しそうで目移りしまし
た。雨が降りそうだったり、雨がぱらついたり、はたまた
太陽が顔を出したりとなかなか忙しいお天気でしたが、行
列が出来ていて今年も大盛況でした。ステージでは米沢
JC主催のミュージックフェスティバルが同時開催されま
した。
『幸せ料理研究家のこうちゃん』のゲスト出演があっ
たりと、こちらも大盛り上がり！気になる今年のグランプ
リは『琥珀堂』さんの『米沢牛ステーキ丼』でした。初の
グランプリ受賞おめでとうございます！

今年もこの人だかり！！

結

果

グランプリ

米沢牛ステーキ丼

（琥珀堂）

第３位

第２位

マーマレー豚石窯PIZZA もち天ぞう煮

（PIZZA Ktarou）

（そばや伝右エ門）

“まほろばの里”にともる、幻想的な灯りのなかで…

「青竹ちょうちんまつり」

第49回たかはた夏まつり

2014.8.15（Sat.）▶8.16
（Sun.）

８月15日～16日、高畠町・昭和通り付近にて“第49回
たかはた夏まつり「青竹ちょうちんまつり」
”が開催されま 灯りのなか、にぎやかに行われました
した。15日は「みこしパレード」16日は「民踊パレード」が行われました。
16日は朝から雨で、お祭りが開催されるか不安でしたが、午後からは雨が上がりたくさ
んの参加者のもと、予定通りに「民踊パレード」が出発。沿道にもたくさんの見物客がおり、
今年も熱く活気のあるお祭りとなりました。

編集
後記

４年一度のサッカーワールドカップも終わり、日本は残念な結果になってしま
いましたが、一生懸命プレイする姿には感動させられました。いよいよ秋も近
づきスポーツの秋、食欲の秋、読書の秋となにをするにも良い季節になります
が、まだまだ暑い日が続きます。体調に気をつけて残暑を乗りきりましょう！
（加藤）

表紙写真

【高畠阿久津八幡の秋】
今では珍しくなった「杭掛け」という稲の乾燥方法。昔から変わらない風景です。

編集：【社外報委員会】
梅津 泰之、菊地 美香、鈴木貴美子、澤村
菅野深由希、加藤 秀明
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