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　 136 　結成当時は，町内の幼稚園，保育所，小学校等での
読み聞かせが中心でした。しかし，平成 18 年からは，
町のブックスタート事業の支援も始めました。平成 22
年には，｢渡島・檜山ボランティアネットワーク交流
会｣ の立ち上げにも参画しました。第 7 回いまかね図
書まつりと併せて開催された ｢第 33 回北海道子ども
の本のつどい今金大会｣ の記念事業として企画された
オリジナルの今金絵本づくり ｢だいすき ! だんしゃく
くん｣ の制作と普及にもかかわっています。
　また，子どもたちに絵本の楽しさが身近に伝わるこ
とを願って平成 23 年から絵本作家による絵本の読み
聞かせライブを 5 回にわたって開催しています。その
他 ｢クリスマスお話会｣ など，｢マザーズぽけっと｣ の
活動は，子どもたちは勿論，保護者からも絶大な支持
を得ています。

 　

　 長谷川義史さんによる
絵本の読み聞かせライブ                クリスマスお話会

　
現在は，9 人の会員が工夫を凝らしたオリジナル絵

本や大型しかけ絵本の作成に取り組み，本を題材とし
た我が町最大のイベント ｢いまかね図書まつり｣ の実
行委員会の中心メンバーとしても活躍しています。

　

　
　

今金町が推進する ｢読書と作文のまち｣ ワーキング
チームにも参画するなど，子どもたちの成長を見守る
活動や地域で子育てする気運を高める活動などが高く
評価され，平成 20 年 11 月 ｢社団法人読書推進運動協
会北海道振興協会理事長賞｣ を受賞しました。さらに
平成 22 年 11 月には，髙橋はるみ北海道知事より ｢ほっ
かいどう子育て応援大賞｣ が授与されました。
　今後も，自らの輝きとともに，学校・家庭・地域・
行政のつなぎ役として活躍されることを心から願って
います。
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おめでとう！ ｢ マザーズぽけっと ｣
 内閣府

｢ チャイルド ・ ユースサポート章 ｣
受章！    

中島教育長へ受章報告

　
｢マザーズぽけっと｣ ( 小川ひとみ代表 ) の皆さんが，

1 月 21 日 ( 水 )，新春のビックな受章報告に教育長室
を訪れてくれました。
　受章したのは，内閣府が全国に活動事例を紹介する
事業 ｢チャイルド・ユースサポート章｣ ( 国務大臣・内
閣府特命担当大臣名受章 ) です。　
　この事業は，子ども・若者を育成支援する活動及び
子育てと子育てを担う家族を支援する活動を行ってい
る団体，個人に参考としていただくことを目的として
います。
　平成 26 年度は，全国の中から今金町の ｢マザーズ
ぽけっと｣ を含む 4 団体・1 個人が紹介される事例に
選考されました。おめでとうございます。

＊受章者のみなさん＊

 1  マザーズぽけっと ( 北海道 )　
 2　絵本交流会 ( 北海道 )

 3　NPO 法人とべ子育て支援団体ぽっかぽか

 　( 愛媛県 )　

 4　京都市立西総合支援学校子育て支援窓口

 　｢ 西の風 ｣( 京都市 )

 5　本多うめを (86 歳 )( 福井県 )

　｢マザーズぽけっと｣ は，平成 15 年 5 月にうまれま
した。当時の町立今金幼稚園にあった ｢絵本の部屋｣ の
整理ボランティアをおこなっていた絵本の好きな母親
たちに，園長が声かけをして，読み聞かせサークルを
結成したのがはじまりです。
　サークル名の ｢マザーズぽけっと｣ は，母親のエプ
ロンの中に，お話がいっぱい詰まっているイメージで
つけられました。

髙橋はるみ北海道知事より，
小川ひとみさんへ授与



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　この拙文が皆さんのお目にかかる今月下旬，今金の地

酒 純米吟醸酒『今金』と特別本醸造酒『万太郎』の生原

酒が出来上がり｢今金 地酒の会｣会員皆様に届けられます。

11 回目と成ります。｢今金の地酒を造りたい｣ との思い

から 10 数年，会の設立から 13 年目です。これまでの歩

みを振り返ってみます。

　20 年程前，町の稲作団体役員をしていた時，日本一の

稲作産地，新潟県魚沼地方を研修する機会に恵まれまし

た。会食懇談の席，地元の人たちは数々の地酒の話など

で大変盛り上がりました。稲作とお酒の伝統歴史文化等

を強く感じた研修でした。数年経ち稲作団体の役員を退

任した後，20 代から社会教育とも携わって来たこともあ

り，｢何かまちづくりに関わる事はないものかな｣ との思

いと相まって ｢地酒づくり｣ を発想しました。

　私たちの父祖が各府県から移住し，大木，熊笹生い茂

る未開の原野の開墾を始めてから百年余。雑穀薯類の畑

開墾から ｢白いご飯を食べたい｣ ｢水田を作りたい｣ との

強い思いの数々。鉄板でお湯を沸かし田に注いだと伝え

られている梅木安蔵さん，灌漑用水路の建設に寄与した

藤倉久三郎さん，稲の品種改良に貢献した佐藤万太郎さ

ん，三人とも当地区，稲穂，田代の人です。また町内の

地区名には初田，宝田，瑞穂，豊田等水田稲作への強い

思いが感じられます。こんな父祖の足跡を地酒造りを通

し稲の文化，酒の文化として今に伝えたいとの思いがあ

りました。

　平成 12 年，田の一角に酒米 ｢初雫｣ と ｢吟風｣ の試

作を始めました。当時道南の地酒では，木古内町の ｢み

そぎの舞｣ と旧瀬棚町の ｢吟子物語｣ などが食用品種か

ら造られていました。水田の面積では今金が道南一であ

りますし，清流日本一の後志利別川の水で育った米から

造られる地酒への思いはますます募って行きました。平

成 13 年も同様に酒米を試作し，収量品質とも当時の主力

品種 ｢きらら 397｣ と同程度であり当地でも充分栽培可

能であると思われました。( 当時酒米は稲作の主産地，上

川と空知の酒米団地のみの栽培でした。) 出来秋には，後

に ｢今金の地酒を造ろう会｣ の主力メンバーとなる当時

50 歳前後の農協青年部と商工会青年部の OB 等でまちづ

くりに少々関わっていた仲間が集まり，刈り取りと自然

乾燥の作業をしました。収穫された酒米は，おにぎりに

したり ( 酒米は飯米よりおいしくない ) ドブロクにしたり

と仲間内で大いに盛り上がり自家消費。平成 14 年は主に

地酒造りの情報収集に当てました。｢酒蔵の大きなタンク

1 本は，どの位の原料米，水田面積が必要なのだろうか。｣と

か，製造委託の方法，費用等々。調べれば調べるほど実

現の困難さが解って来ました。

　平成 15 年正月，地酒造りに思いを同じくする友人と共

に今金町から一番近い酒蔵 ｢二世古酒造｣ を訪ね，恐る

恐る熱意を伝えると，暫く沈黙の後 ｢解りました，前へ

進みましょう。費用負担，買取り責任は求めません，地

元での消費努力だけはして下さい。｣ とのお返事。いよい

よ具体化に向けて歩みだしました。農協営農部長のお骨

折りで｢酒米　吟風｣の種籾を用意し約 90a の田に作付け。

平行して市街地，農村地域に仲間の輪を広げ 7 月，30 名

程で ｢今金の地酒を造ろう会｣ の設立，賛助会員を募集

する方法を準備。8 月，地酒のネーミング募集には 130

余もの応募があり大感激。ところが 9 月，冷夏の影響に

より不稔籾の増加で収量半作以下が確定的，やむなく蔵

元の了解を得て一年繰り延べ。( 酒米は収量性，耐冷性で

食用品種より劣ります。)

　大変残念な事でしたが，これが後々より良い方向に進

みました。準備期間が延びたおかげで，仲間の意識が強

固と成り，当初は米だけ今金産と考えて居りましたが，

より地元，本物と自分達のこだわりに徹しました。米は

酒米吟風 55% 精米，吟醸酒対応。原料水も今金産～町の

協力を頂き水源地は清流日本一後志利別川の支流，花崗

岩地帯をくぐり抜ける狩場山地の伏流水を搬送。お酒の

ラベルや箱，宣伝用のぼり等も町民と私たちの手作りデ

ザインです。( ボトルの裏書きの文については橘委員長

の寄稿，本紙平成 26 年 3 月版をご覧下さい )。また，地

酒誕生の記念品として今金高等養護学校制作，銚子とぐ

い呑みの配布～町内神丘の粘土，種川のホワイトシリカ，

釉薬は酒米稲わらの灰を使用。蔵元から生原酒等が届け

られる ｢地酒の会 会員制度｣ も初年度 300 口程と成りま

した。

　平成 17 年 2 月，酒米試作から 6 年目にして地酒を口

に含んだ時は大感激でした。会の名称を｢今金 地酒の会｣と

改めました。ご理解と賛同して頂いた多くの皆さんに感

謝です。平成 21 年より酒米を ｢彗星｣ に替え，より清涼

感のあるお酒と成りました。平成 26 年より会員募集，お

酒の配布を諸事情により，A コープいまかね店へ移行し

ました。町の活性化の一助に成ればとの思いがあり始め

た活動です。今後ともご支援をお願い致します。

今月は，田中 稔 委員長職務代理です。

委員リレー寄稿

｢歳時記｣
今金

地酒造りの歩みから 


