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典は体育館での開催と

た施設や展示物、新しい
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町長の主催者あいさつ
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区住民代表として清川
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告、来賓ご祝辞の後、地
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子が放送されました。

楽しくお話ししている様
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当主酒井忠久氏による
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川公民館で行われた、旧
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和能会長があいさつし
写真左：川口番所テープカットを行う酒井氏
写真下：講話会場（清川公民館２階和室）
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羽州庄内松山藩荻野流砲術隊による火縄銃演武
川口番所テープカット
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立川地域振興係

勤交代や、義経記など、
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NHK 4 月 27 日

テレビ

悪天候のため、体育館での開催となりました。
渡邊会長あいさつ
臨席された来賓の方々
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閉所日・開所時間のお知らせ

清川歴史公園 管理人紹介

清川歴史公園
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＝閉所日（定休日）

清川関所の開所時間
午前１０時から午後５時まで
お食事処「御殿茶屋」（土日祝日のみ）
営業時間：午前１１時から午後２時まで

清川歴史公園クリーン作戦
オープンを二週間前に控えた四月十三
日︵土︶朝、番所周辺のクリーン作戦が行
われました。道具や軽トラックを持ち寄
った地元の皆様のご協力により、軽トラ
ック五杯分ほどの枯れ木や枯れ草、ごみ
などを回収しました。
そのほかにも、井戸や芭蕉像、看板や消
防ホース格納庫などの塗り直しもしてい
ただき、オープンに向けて、お客様をお迎
えする準備が着々と進んでいきました。
また、日常的にゴミ拾いや草むしり、花
を飾っていただくなど、見えないところ
でも地域の方々が施設を大切にしてくだ
さり、大変感謝しております。
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清川歴史 公園開 所日は三
名の管理人が交代で施設管
理を行っています。
渡部江里︵わたなべえり︶
さんは、英会話講師もされ
ており、英語が堪能な地元
︵甚内さん︶ご出身の方で
す。
齋藤満︵さいとうみつる︶
さんは、御殿茶屋の手打ち
そば職人としてもご尽力い
ただいています。
髙木涼︵たかぎりょう︶さ
んは、二月からタチラボで
活躍中の地域おこし協力隊
髙木和真さんの奥様です。
お二人とも青森から、庄内
町を元気にするためにお越
しくださいました。
地域の皆 様も、 歴史公園
にお越しの際はぜひ、お声
がけください。
今後とも よろし くお願い
いたします。
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今年三月に建設工事が完
了した清川関所。昨年から管
理運営委員会で検討してき
た展示物などを設置し、無事
にオープンを迎えました。
四月二十八日には、お食事
処﹁御殿茶屋﹂もオープンし、
たくさんの方にお越しいた
だきました。一日限りでした
が、庄内町役場職員有志によ
る開所祝いの抹茶振舞も行
われ、来所された方に喜んで
いただくことができました。
来所者アンケートでは、
﹁ガイドが知識豊富だった﹂
﹁食事がおいしかった﹂
﹁清々しく静かでとてもよ
いところですね﹂﹁景色もよ
くのんびりできまし た﹂﹁こ
れからを大いに期待します﹂
などうれしい声と今後への
課題などをいただいていま
す。
今後も、課題解決やイベン
トの開催についてなど検討
してまいります。地域の皆様
のご理解とご協力をよろし
くお願いいたします。
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桜と高麗門
苔玉と紅長寿梅
面番展示
船見番所 1 階
玄関生け花
面番大型テーブル

映像コーナー
面番展示ケース
上番展示と八重桜
船見番所
小鵜飼舟、ひらた舟模型
清川歴史公園のぼり
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写真で見る清川関所 川口番所・船見番所

4 月 28 日限定 抹茶振舞

