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【ふくちゃ部】 https://hukutyabu.amebaownd.com/

◎新年度の部員募集中！
どんな子どもでも笑顔になれる場所、そしてその家族を
応援する場所でありたいと願い「ふくちゃ部」は活動して
います。活動を通して、子どもの凹凸にあったアプローチ
方法や親と子どもがラクになる子育てのヒントを見つけ
ながら、笑顔の仲間（ピア）を増やしたいと思っています。
活動に参加するには、ふくちゃ部に入部が必要となります。
入部を希望される方、興味がある方、また、一緒に応援
したい方は、お気軽にご連絡下さい。

あらかわ地区まちづくり協議会の活動について、令和２年度に実施した各種活動報告を行い、
新年度の活動方針について説明を行います。子どもからお年寄りまで、安心して楽しく住みやすい
荒川地区にするために皆さんの力を結集しましょう！

◎ふくちゃcafeにて寺子屋塾
ふくちゃcafeは、誰でも立ち寄れる通常のカフェとして営業していますが、
夕方は一部を子ども向けに放課後の自習室として開放しています。
「子ども達が気軽に学びを楽しめる場」を作るため、学びのサポート役として
フリースクール水野谷塾の理恵先生が来てくれます。

【ふくちゃcafe】 https://hukutya-cafe.amebaownd.com/

あらかわみらいファンドは、自らの発想で、
自主的にまちづくりに取り組む団体や個人に
対して助成を行う事業です。４月３０日まで
募集しています。
詳しくは、あらかわ地区まちづくり協議会
事務局（℡0254-62-3102）までご相談ください。

募集要項や申請用紙は、まち協ホームページ
(当紙ページ上部にリンク有)でも閲覧・入手
できます。
３月１５日(月)から応募・相談を受け付けて
おりますので、是非ご活用下さい。

日 時 ４月２３日（金） 午後７時～
会 場 荒川地区公民館 多目的ホール

互近所ささえ～る隊とは、10年後、20年後も安心して暮らせる地域を目指して、地域の互助を高め、
住民全体のサービスが活性化されるよう、地域の様々な団体や事業所、個人で話し合う場です。
あらかわ地区まちづくり協議会もメンバーに入っています。
【問合せ】荒川支所地域振興課地域福祉室 ☎0254-62-310４（直通）

互助：家族や近所どうしで支え合うこと

あらかわ互近所ささえ∼るあらかわ互近所ささえ∼るあらかわ互近所ささえ∼るあらかわ互近所ささえ∼る隊隊隊隊 ∼互近所ささえ∼る隊が「しくみづくり」のお手伝いをします∼

※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、通常総会を中止する場合があります。
中止となる場合には、ホームページ等でお知らせいたします。



荒島わらび会の皆さん 天気が良いと粟島も見えます

至 村上

至 新発田

至 関川村

ローソン
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グリーンパーク荒川
総合運動公園

この辺です

高坪山登山道へ

【レンギョウロードと荒島わらび園】

オープン情報やアクセス方法については、
あらかわ地区まちづくり協議会ホームページで
お知らせします。不明な点は、
小島（090-3507-8502）または
斎藤（090-3226-3301）までお問い合わせください。

前面 背面

申込方法

申込期限：
４月28日(水)必着

その他 ：電話での申し込みはお受けしません。5月15日発行の「あらかわらばん」で金額、受取期日をお知らします。
問合せ先：荒川支所自治振興室（℡：0254-６２－３１０２）

（単位：ｃｍ）
荒川商工祭や、民謡流し会場など地域行事で見かける「あらかわポロシャツ」！
まちづくり協議会メンバーや、荒川支所職員も着用しています。
みなさんも、地域行事や集落活動、サークルなどで、着用しませんか？ 一体感が高まりますよ！

印刷・表示の都合上、
多少色味が違う場合が
あります。

カラーカラーカラーカラー
全全全全30303030色色色色

荒島わらび園で、期間限定のミニマルシェを開催します。
景色抜群のわらび園で、ちょっとしたピクニック気分で
家族やお友達とランチなんていかがですか！

5月１日（土）・5日（水祝）
各日とも午前10時～午後1時
いろむすび山菜屋（お弁当、おむすび、惣菜など）
かねま鮮魚（お弁当、お惣菜など）
Fe Factory cafe 109（コーヒー）国道113号線からグリーンパークあらかわ総合

運動公園へ進入すると、設置されたのぼり旗や
看板が、わらび園までご案内します。

期 間：（予定）５月１日～５月末頃
曜 日：毎週水曜日・土曜日の週２回
時 間：午前１０時３０分～正午
料 金：大人1,500円 中学生500円
雨天でも開園します。料金と引き換えに、
わらびを入れる指定の袋をお渡しします。
場 所：

※小学生以下は無料

※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、
中止する場合があります。



【第18皿】

荒川地区十文字にある尾張ラーメン第一旭村上店さん。
第一旭さんは、元々は京都の有名な老舗ラーメン店です。
その創業者であるご子息が愛知県一宮市で店を構え、
尾張ラーメン第一旭が誕生しました。村上店は、
尾張ラーメン第一旭さんのご親族がお店を構えました。

▲もつニララーメン…880円

ラーメン(680円)は、先代の味を継承した秘伝の京醤油ダレが
味の決め手！あっさりとしたスープに、ソバのような食感の中細
ストレート麺が合わさり、上品でまろやかな風味が特徴です。

店主のおススメは、特製ラーメン(肉増)！このラーメンは、
モモとバラ肉の２種類のチャーシューを使用しており、秘伝の
タレに漬け込んだチャーシューも味わってほしいということです。

もつニララーメンや、ベトコンラーメン(980円※)など、名前を
聞くと脂っぽい印象を受けますが、どのラーメンもあっさりした
スープがベースになっていますので、ペロッと食べられますよ！
新潟ではなかなか出会う事のできない味わい深いラーメンをぜひ
ご賞味ください！また、パートも随時募集しているそうなので、
お気軽にお問合せください。

▲店主おススメの特製ラーメン(肉増)…880円

① 熱したフライパンにサラダ油を入れ、卵を入れ炒める。
② 卵が固まる前にご飯を入れ、ご飯をほぐしながら焦げないように炒める。 
③ チャーシュー、長ネギ、かまぼこを入れ更に炒め、塩、胡椒、鶏ガラ粉末を入れる。
④  ③の状態を更に炒めて、しっとりパラパラしてきたらお皿に盛り付け完成!! 

チャーシュー
卵
長ネギ
かまぼこ
ご飯
塩
胡椒
鶏ガラ粉末
サラダ油

適量
１個
１/３本
適量
茶碗１杯
小さじ１/２
小さじ１/２
小さじ１
適量

住所

電話

村上市坂町3485-2

050-8881-0802
ローソン荒川十文字店の隣

▲まぜそば（追いメシ付き）…850円▲落ち着いた雰囲気の店内の様子▲調理風景

営業 11:00～15:00
17:30～20:00
火曜日は定休日

尾張ラーメン第一旭の
お土産チャーシューについては
お店の人に訊ねてみてね。



保内小学校現４年生が、総合的な学習の時間を活用して、
コロナ禍で困っている地元を元気にしようと、荒川商工会と
連携し、「小学生でも地域にできる事」を一生懸命に考え
ました。

取材の様子(一部)。お店の人の親切さが紙面からも伺えます。
【写真左】割烹食堂いそべさん
【写真右】新潟荒川こだわりうどん 一（はじめ）さん

昨年１０月頃から保内小学校区の飲食店を中心に
取材し、お店のおススメメニューや、お店のこだわり
などをたっぷりと詰め込んだ新聞を製作しました。

この新聞は、荒川ショッピングセンターアコス内の
掲示板に、５月５日(水祝)まで展示していますので、
ぜひご覧ください。

【編集補記:よこやま】本紙にまんま結合して発行してもイイんでは？
と思う内容で、取り上げた11店の魅力が伝わってきます。とりわけ、
この春にココへ引っ越してきた方々に見て頂けたらなぁと思います。

SDGs(エスディージーズ)
“Sustainable Development Goals”の略称。
｢持続可能な開発目標｣と訳される。

各学年とも、「世界の課題解決は私たちの
足元から」という共通認識のもと、今後も
様々なチャレンジを実施していきますので、
今後とも地域住民の皆さんのご理解ご協力を
お願いいたします。

３年生×あらかわまち協と連名での表彰

また、２年生有志５名で結成した「Bamboo Girls」は、「竹」を
テーマとし「SDGsの行動者を増やすことで、『竹のように強く
しなやかな社会』をみんなで目指すことができる」と考えました。
目指したい2030年の姿と、みんなで取り組めるアクションアイデアを

学年の廊下に掲示したところ、校内でSDGsに対する関心が高まり、学年
全体で様々な活動に取り組むことができました。この活動が評価され、
SDGs探究AWARDS 2020中高生部門で優秀賞に輝きました。
ちなみにエントリー総数1953件(大学生なども含む)で、中高生と

大学生で部門が分かれますけども、合わせても抜きん出てるものがある
という、つよつよ作品(取り組み事例)です。受賞作品一覧は↓コチラ。

荒川中学校では、１年生から３年生まで全学年がSDGsの取り組みを学習し、様々な取り組みを行っています。
これまで、｢あらかわらばん｣で掲載してきた３年生と地域住民の活動が評価され、第１回新潟SDGsアワードの
大賞に輝きました。やったね！

なお、３年生達の第一回新潟SDGsアワード
大賞受賞に際し、生徒から「地域の魅力を
再発見できた」との嬉しいコメントも頂戴
しております。ごっつぁんです！ ２年生有志５名による「Bamboo Girls」

取り組みの一環で、誕生した
「芽実(めぐみ)ちゃん」。
成就にあやかってＤＬしちゃっ
てもいいんだよ？お？

【SDGs探究AWARDS 2020 受賞作品一覧】http://sdgs-awards.umedai.jp/library/

▲渡幸さんでの取材の様子。 ▲天ぷら斉藤さんでのひとコマ。

▲美味しそうな料理の写真の他、レシピも載ってたりする。



たい焼き （あんこ） ５０円
パンダ焼き（クリーム）５０円
コアラ焼き（お好み焼き風味）１２０円

毎日１００個～１５０個生産している！
気になる場合は電話で予約が確実だ！！

店主の一ノ瀬さん

コアラ焼きの製造風景！
ほどよい甘さと塩味で無限に食べられそう！
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T.Sugai
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みなさんもこの機会にGiftさんで大切なあの⼈に
お花で気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか？

☆花束・アレンジメントはその時のシチュエーションで
それぞれお作りするのでお値段は応相談。

☆アレンジメントも相談次第でレッスンしてもらえるそう。

【フラワースタジオGift】村上市藤沢15-1
⽉∼土 8:30∼18:00 ℡0120-936-099
※日曜日はご予約の方のみの対応となります

フラワースタジオ Gift
『お花で気持ちを伝えるお手伝い』

取材：yasu0714

店内にはカラフルな季節のお花や花束にアクセントを
添えるグリーンであふれ、奥には天井から吊るされた
ドライフラワーや流木がターコイズブルーの壁によく
映えるおしゃれな空間。

花束やアレンジメントは、贈られる方の雰囲気や
イメージカラーなどをお伺いし、お花の色や形・質感
などを考えながらバランスよく配置していくそうです。

「センスとはいろいろな経験を活かし表現すること」
というオーナーの佐藤さん。日々勉強や研究をしながら、
よりお客さんに喜んでもらえるように努力を重ねています。

そして「お花を頂く機会は意外と少ないけれど、だからこそ
贈られた方の記憶に残るような花束やアレンジメントを作成し、
お客様の気持ちをお花で伝えるお手伝いをしたい」と
おっしゃっていました。




