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かもがた町家管理組合長

松田潤二郎

☆あじさい　(ユキノシタ科)
あじさいの八重咲く如く三,やつせにを　いませ我が背子兎つつしのぽむ　宝はな買え

万葉集(橘諸兄)

大きな手まりのような花は'田本暖

昨年来'待望の井原鉄道開通
により'沿線の活気が満ちてきました｡これを契機に井原市田中美術館スタッフの提案により､近隣美術館･博物館等の友の会及びボランティアグループの友好と文化活動の連携を深めたいと'準備連絡協議会が数回開催されました｡

参加予定発起団体は､井原市

(田中美術館･垂鵠美術館)'笠
岡市(竹喬美術館)'芳井町(観光課)'矢掛町(矢掛郷土美術館)､神辺町(菅茶山記念館)'鴨方町

(かもがた町家公園)です｡

協議会の目的としては'相互

の交流を図り'連携した事業や'共同事兼の展開により､美術館･博物館の愛好者の輪を一段と拡げ､地域の文化芸術の風土を高め'他地区への情報発信'講演会'研修会を開催する等規約(莱)にあります｡

協議会はこの目的に賛同する

他の海岸山地に自生するガウアジサイから変化したと云われますoあじさい園にはガウアジサイの品種も植えています｡

く六月の花2種>

かもがた町家公園　園長　山　本　敏　夫

☆キンシバイ

(オトギリソウ科)

五月下旬)ろから秋まで咲き続け､
黄色の大きな花がよく目立ちます｡外苑部の通路のほとりに植えています0本因にはないが､よく似た花にヒョウPIナギガありますo　これは雄しべが花からulE;く伸び出ているので見分けられますo

∴____･. __ _=___‥_ __ _……__

お正円を迎え障手張り

町家ボランティア奮闘

団体をもって組織することになっています｡

以上経緯報告を記載しました｡私たち後発の　｢かもがた町家

公園｣　も造照山トンネルの開通により'旧山陽道にある矢掛町'神辺町が非常に近くなり､色々な交流も活発化している今日この頃です｡t日も早い協議会の結成を期待しています｡

(

十二月十八日　(月)　シルバー

人材センターふすま'障子張りに所属の町家ボランティアさん三名と応援のシルバーさん二名の張り手を中心に､十一名のボランティアさんのお手伝いを待て､交流館大小五十五枚と伝承館六枚の障子の張り替えができました｡ありがとうございまし

当日は幸い降らず照らずの日
よりで午前九時より開始｡交流館外の井戸の周りで古障子紙をはがし'雑巾で桟などをていねいに拭き'乾いたものから､土間に設置した張り台三台を使って張りました｡張り手の手ぎわのよさに見とれながら手伝いの人もまじって張っていき､午後四時半ごろ終了しました｡
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昨年十一月十八･十九の両日'

かもがた町家公園開図二周年を記念してのイベントが催され､初日の　｢かもがた時代村｣　に､柴野栗山(牟礼町)と菅茶山(神辺町)の二郎彰会が招待された｡菅茶山顕彰会からは､高椅会長ほか九名が参加した｡
l昨年末月'｢ふれあいの館｣

で､｢茶山ポエム絵画展｣　を開いていただいてから二回目の交流である｡

快晴の秋日和のもと､花々が

咲き乱れる公園内の芝生広場に

は'時代を再現するコ-

中から書状が届くという場面から始まり'｢乱れた今の世の中を
立て直すにはどうし

矢掛町の太鼓

ナ-が盛り沢山に設けられ､メインとなる仮説ステージでは'｢RSKラジオ生放送｣　《井上いつのりさんがやってくる》が開幕｡琴の演奏'大道芸'クイズ大会など'工夫を凝らしたプログラムが展開されていった｡

なかでもユニークなの
が三町の　｢江戸学問交流会｣　という井上アナウンサ-の軽妙な筋運びによる　｢セリフ劇｣　である｡

町内有志とかもがた小
町が扮する町娘､飛脚'門番らによって'松平老

たらよいかDJ　という松平老中のご下問に対し'鴨方溝の家老は'茶山'拙斎'栗山の三人の賢者を呼んで知恵を借りるという'なかなか凝った筋立てである｡

そこで､神辺から高橋氏'牟
礼から山畑町長､鴨方から田主町長の三顕彰会長が'三人の賢者となって登場｡｢町づくりは人づくり｡倫理'道徳'教育を見直すことが第l｡｣　と奉答.最後に　｢これからも互いに協力していこう｣　と手を取り合った｡

かつて'互いに天下国家を論
じあった三賢者が'奇しくも二百年の時を経て再び相まみえるという'今回の三町交流のすぼらしいアイディアに感服した次第である｡

これを機会に'三顕彰会が｢町
づくりは人づくり｣をめざして'ますます交流の輪を広げながら互いに発展していくことを願うものである｡

(神辺町菅茶山遣芳顕彰会副会長)

神辺町の傘踊り
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～乗小5年生が植樹～

あじさい､早く大きくなってね〝

私の思.STii7分茎到竹診
鴨万乗小学校五年

田　中　智　子

私たち'鴨方東小学校五年は'
総合の勉強で町家公園にグリーンショップというお店を出しました.それは'グリーンショップでもうけたお金で鴨方町に花や木を植えるという目的でお店を出しました｡

｢いらっしゃい｣　で始まった
グリーンショップ｡開店前から

私たちの店の前にいた人が一番に員ってくれました｡となりの店のうどん屋さんのおばさんが､
｢負けないよ/｣

私たちも'｢ぜったい完売して勝ってやる′.｣　と言いました｡
始めは'人があ

まり来てくれなかったけど私たちが'｢いらっしゃい｡いらっしゃいQ｣　と声をはり上げていると'

と言ったので

たくさんの人が来てくれました｡｣
なんと'焼き物が売れ行き上々

で､あっという間に売り切れました｡私の売っていた手さげぶくろも'いっきには売れなかったけど'少しずつ売れていきました｡

全部の商品が完売しました｡
そのときは'とてもうれしかったので'｢完売おめでとう｣　とみんなで手を合わせパチンパチンとならして喜びました｡

帰る用意ができたら､となり

の店でうどんを買って､来ている女子みんなでならんで食べました｡

十一月十七日と十八日の二日

でやったグリーンショップ｡一学期から.試作や計画､問い合わせをくり返して成功させた｡とってもうれしい大成功でした｡もうけたお金は七万三千七百五十九円でした｡このお金で町家公園や学校'近所のお庭に花や木を植える予定です.町家公園にはさつき八本とあじさい七本

を植えます｡
グリーンショップを手伝

ってくれたプロの方や'町家公園の園長さん､ありがとうo成功するまでお世話になりました｡いろいろと問題が出てきて､大変だったけど'グリーンショップが成功してよかったです｡

私の思い出グリーンショ

ップ/

グ5･ト.i･.i.mT竹診

Ⅵ矧囲

鴨方東小学校五年

川　崎　志保実

今日はとっても寒かったo　十

1月十九日(日)町家公園十時の
グリーンショップ開店の時は､もう寒さを忘れて商品売りをしました｡私は'ぎんこう係りとして働きました｡でも会計をしながらもよびかけもしました｡私のよびかけで､おばあちゃん､おばさん(お父さんのお姉さん)'ピアノの先生'みんな買いに来てくれました｡前半に出した商品はすぐ売れてプレゼント用に買ってくれた人もいましたD　｢全部売れた/　お弁当食べれる-｡｣と思っていたら店長の洋員君に｢人手がたらんのじゃ｣と言われ､

スタンプラリ1の受けつけをす

でもがんばってよびかけをしました｡帰って来て麻美ちゃんが､
｢志1ちゃん早う食べ｣　と言ってくれたのですぐ食べました｡お弁当はサンドイッチでしたo食べた後､たこやきグループのたけさだ君にかわってもらって私の仕事は終わりました｡ビーズの所では'後半の人が売っていて女の子ばかりがたくさん集まっていました｡私と洋缶君で､スタンプラリ-をしましたo宮の石橋から鴨神社までの長いかいだんや､下り道'上がり道などつかれました｡でも全問せいかいでした.それからへ　いろいろ見て回りたかったけど時間がきてしまったので集まりました｡先生が　｢どのグループも全部売ることができました｣と言っていたので　｢どのグループもがんばったんだなあ｣と思いました｡もちろん私もがんばりました｡

ることになりました｡

他のグループ

の店長さんもいてよびかけをしていました｡

クッキーグル

ープ､たこやきグループ､おにぎりグループの人達がお弁当を食べていたのですごくうらやましく思いました｡

(

ビーズグループのもうけたお金は.

ノ　四千四百五十円です.…｢よくやったなあ｣

と自分でも思います｡

この全グループ

のお金で町に花や木を植え'十年'二十年､三十年とずーっと大切にしていきたいです.今日はとてもよくがんばったと思います｡
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宗にとけ既訳_窒惣昏邑

キルトの部屋｢C)1｣主宰　田　代　久　代

(吉敷而玉島在住)

二十世紀も終りの十二月'町
家公園交流館で私たちのパッチワークキルト展と講習会を開かせていただきました.

この作品展を開くに当り'お
手伝いして下さった方々には大変お世話になり感謝しています.

なにぶん急なことで作品や講
習会の準備が少々大変でしたが'みなさんの協力で開催までこぎつけました｡丁度'クリスマスを控え'ミニタペスト

変だった分'出来上がった時の喜びは一入だったと思います｡これを機に時間を作り一針づつパッチワークの楽しさを続けていっていただければ'また'今までと違った新しい世界が広がるものと信じます｡

今回お世話になりましたみな
様､本当に有難うございました｡又､いつの日かこのような機会を持つことが出来れば幸いです｡

リ'サンタ人形が揃い'可愛いクリスマスコーナーもでき上がり好評でした｡

歴史ある素晴らしい

町家の建物に私達のパッチワークキルトが溶けこみ､布と手仕事の優しさを表現できたことを嬉しく思いました｡

講習会も'多くの方々
が参加してくださりありがとうございました｡行き届かなかった点も多々あったことと思います.限られた時間でしたが.皆さんl生懸命に針を動かしている姿に感動しました｡大

楽しく作品つくリ

パッチワークキルLn

6J塾

西　漂　(71ケ子

(鴨　方)

パッチワーク講習にぜひ参加
しようと楽しみに待ちました.

パッチワークキルトの展示会
はこの方ではあまり見学する機会がないので町家での展示会は本当に夢のようでした｡

長い時間と辛抱､努力の結果

の大作が数多く展示され心うたれました｡

講習は'初心者のために下準
備を整えた材料が用意されるなどゆきとどいた配慮がなされていました｡

みんな｢私にできるかしら-｣

と不安を持ちましたが'先生を囲んでl生懸命'言葉もだんだん少なくなり'時のたつのもわからず夢中でした｡一日目は'だれも出来上がる人はなく'二日目の午後になると次々に完成してゆきました.でき上がった人は､出来上がっていない人の手助けをし心にゆとりもでき'

型妙埜tl埜tl超掛
金光小学校六年　浅　野　有　紀

｢早よう行って'
あの竹馬に乗ろうやあ.]友だちが大声でわたしを呼んでいます｡

一番の楽しみは､
昔遊びのコーナーです｡わたし達は三人で真赤な布のかけてある台のところへ走っていきましたo　実は､まだ竹馬にのったことがないのです｡友達は､すいすいのってもう石だん

の辺りへ行ってしまいました｡わたしはというと'片足は竹馬にかけられるけれども､もう片足が上がったとたんに'ドタッとかたむくのです｡困っていると､友達が寄ってきて助けてく

笑い声も聞こえなごやかな時間をすごしました｡
｢この先生の配色は

上品で気に入ったワ｣
｢先生の教室まで習い

に行きたいネ｣　とか､完成した手さげ袋を見

せ合い喜びが教室となった座敷l杯にはじけました｡

この講座のお陰で､何とか我
流ながらパッチワークをわが家でも楽しんでおりますo

講座を開催して

下さいました関係者のみな様方にお礼を申し上げると同時に'又'機会に恵まれますことをお願いしたく思っております｡

.1.:Tu I,:,.9..), ). JJ亘-
れました｡他にお手玉やけん玉'わなげもしてみました｡町家公園には､ふつうの遊園地にあるようなおもちゃはないけど､とても楽しいところです｡

もう一つ心に残っていること

は'町家公園にさいていたきくの花でした｡赤や黄色や白｡あんなに見事なきくの花をたくさん見たことがありませんでした｡お弁当を食べている芝生のところからも見えました｡そして山の方には緑がいっぱいです｡

山の探検にも行きました｡坂

をどんどん上っていくと､町家公園が全部見えました｡昔の蒙って'きれいだなと思いました｡降りる時､七草閲という花だんがありましたo　うすピンク色の小さな花がいっぱいさいていました｡｢フジバカマ｣　という立て札があったので'きっとそういう名前の花なのでしょう｡

花がいっぱい｡緑がいっぱい｡

そして楽しいおもちゃもいっぱいある町家公園が大好きになりましたQ

今度来る時は'昔の道具のお

いてある家へ入ってみたいと思っています｡どんなひみつがあるのかわくわくします.



｢乳悪霊葦昂進

塵や涯GJ撫

鴨方西小学校三年

難　波　由香荊

わたしは'いぜんテレビでお
茶わんを手で回して飲んでいるのを見て　｢なにをしているのかな'おもしろそうだな｣　と思っていました｡だから茶道教室に入ってならってみようと思いました｡ちょうど町家公園で茶道教室があると言うのを聞いて行ってみようかなとお母さんに話してみたら'｢いいきかいだから行ってみたら'そしてお母さんにも教えてな｡｣　とすすめられたのと'おかしにもきょうみがあったので'ならうことにしました｡

座るのも大変//

すわっているときのおじぎのしかたやたちかたや'くつのぬぎかたなども教えてもらい.とっても勉強になりました.教えてくれた先生もおもしろかったです｡またきかいがあったらさんかしたいです｡そして自分

…｢

てきて'だんだんとおもしろく

でたてたお茶をだ

れかにのんでもらいたいです.

蔓輯箇

｣ハ条院小学校二年

遠　藤　智　責

ぼくは'町家公園のおひなま

つりにさんかして､よもぎだんごを作りました｡

まず'だんご作りの先生が作
りかたのせつめいをしてくれたのでうまくできそうな気がしてきましたo

さいしょに'だんごのこなに

つぎに'

むしきにちぎって入れました.｢どんなふうに

なってきましたC　おかしのいただきかたや'お茶のいただきかたばかりでなく'

地政の人といっしょに
町家の催しを誉しむ小学生一

-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　-.-.-.-　　　　　　　　　　　　　　　　　　=　.　ト■

ぬるまゆを入れて'手でぎゆつぎゆつ｣とこねまLLPなかなかかたまらなかったのでみんなで力を合わせてこねました｡

思うように飛ばない扇

六条院小学校｣ハ年

遠　藤　厚　志

㌧　∵･∴∵いました｡テレビとは'叫
･∴‥=

やっと耳たぶぐらいのやわらかさになりました.

むし上がるのかな｣　と楽しみでしたd

おかあさんが'｢だんごがむ

し上がったよ｣　と言いましたoむし上がっただんごを見るとゆげがたっていてとてもやわらかそうでした｡むしただんごとよもぎをすりばちに入れてこねました｡でもなかなかまざらないからみんなでやったらいい色になってきました｡ボランティアのおじさんが　｢いい色になってるな｣とはめてくれました｡ぼくは'うれしかったです.その後おじさんが　｢あんこを入れてください｣　と言ったのであんこをいれました｡うまくできました｡手にもつと'あったかくてやわらかくてきもちがよかったです｡｢みなさんめしあがって

町家公園で投扇興がありまし
た｡ぼくは､テレビ番組で投扇興を見たことがあって'おもしろそうだったので'友達といっしょに参加しました｡

扇を飛ばして､木の箱の上の
的をねらいます｡落ちた的と扇の形で点数が決まります.

/

がついていました｡

実際にやってみると･思った叫

･. ･.･.::.. -
･･.∵･._か最絹打たので,また…や｡たいです｡　　　…

だんこはできるのかなワ

ください｣　と言われたので　｢まってました｣と言って'できたてのよもぎだんごをはうぼりました｡よもぎだんごのあじがほんのりしてて､とてもおいしかったです｡また家でも作ってみたいです｡こんどは五月にある　｢かしわもち作り｣　にもぜひさんかしたいです｡



｢酪塵苛許や佐

藤管せ雛壊憲
案内･ィ.{ツト部

畑　田　　　享

第二回｢かもがた町家歴史探
訪ウオーク｣　が平成十二年十一月二十六日に開催されました｡

秋晴れのさわやかな天候のも

と'岡山'尾道､府中方面を始め'約八十名の参加者がありました｡

1R金光駅を出発'星を観て
占いをしたと言われる'今人気の阿倍晴明の墓､大宮神社'鴨方往来を経て町家公園へ到着｡ここで'昼食をとりながら伝統の　｢鴨方ひがさき踊り｣　を楽し

(

恥脹山蕗GJ吋塵鍵

屋鮮野港戯潜笹
案内･ィ.(ント部

松　本　記代子

三月のまだ肌寒い一日､奈良
県の今井町へ出かけた｡

思いのほか早く着き､橿原神
宮へも参拝することができた｡

目的地の　｢今井まちなみ交流

センタ-｣　では橿原市観光ボランティアガイド山崎多慶子会長をはじめ､ボランティアの人達

が待っていてくださった｡

この交流センタ-は､明治三
十六年に建設された博物館ですC立派な町並みの模型の前で今井町の歴史'町の成り立ち'概要の説明を受けたのち､三班に分かれて町内の散策に出かけたo

町全体が国'県'市の重要文
化財指定を受けており'時代を超え'タイムスリップして私達を迎えてくれた｡

四つの大門'五つの小門'合
計九つの門に囲まれた町民は､町の外への出入りも､連泊も自

(

由には出来なかった｡
町の中で裁判や､諸公事は独

自に運営される寺内町(寺を中心に)として誕生した町である｡

江戸初期には家数千軒'人口

四千人と繁栄して'嫁入仕度も町内ですべてそろったほど商売も盛んで'多くの豪商がいたそうである｡

当日は休館日でしたが重文の
豊田家を開けていただき'見学することができたo　号名西の木屋'屋号を紙八といい､木材商を営んでいた町家である｡

みました｡
一休みした

後､標高一六八メートルの鴨山へ登り'西国三十三観音を巡りなが

研修･活動のlコマ

～ボランティア～

屋根は入母
屋造り､本瓦ぶきで二階正面'壁には丸に木の字の紋があり'豪壮なつくりだった｡家の中心の大黒柱とえ

･ナ葦'5. (-:l■一..

ら鴫山城跡へ｡ここからの眺めは素晴らしく'遠くは倉敷'水島'そして笠岡'瀬戸内海の大パノラマを一望でき､大きく変貌しっつある鴨方周辺もみることができました｡下山後'西山拙斎の碑を見学し､

ばれました｡

日頃住んでいる身近な所に'

みなさま思わぬ隠れた発見があったようです｡

今後も　｢歴史探訪ウォーク｣

を開催する予定です｡お知り合

- '丁コマ■~~一

大宮神社(金光町)

1R鴨方駅で解散というコースで一日を楽しみましたo

要所要所では町

家ボランティアによる説明があり'始めての人にも喜

いの方をお誘い合わせ'次回のウオークにも是非ご参加ください｡

皆さんと一緒にさ

わやかな汗を流し'いにしえの歴史を満喫しましょう｡

今井町の説明に聞き入る

びす柱はけやき'高い棟は小屋組工法でその高さに驚かされる｡
六間取りの家で｢店の間｣'｢中

の間｣'｢台所｣'奥に　｢こしの間｣'｢奥の中の間｣'｢仏間｣と並んでいる｡

奥の中の間は'主人の部屋で

だれでも許しなしで入ることができなかった｡部屋の敷居の部分が高くなっている｡ここから敷居が高いという言葉ができたと､豊田家の奥様が説明してくださったo

今井町を後に'万葉の歴史が
息づく明日香へ｡石舞台古墳を見学'一面芝生の広場で悠久の歴史ロマンを感じながら'帰途についた｡
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･H億あ起りのにぎわい

山　下　クリヨ

町家公園前の鴨方往来を西に
向かって行き'長川寺に上がる四つ辻の角に藤野屋(奥島家)がある｡

明治二年三月一日'鴨方藩の

煎餅御用請が許され'池田信濃守の釘貫きの紋を入れた煎餅が焼かれることになった｡

武士が早く買おうとして先を
争い'喧嘩が起きた程であったという｡その煎餅を焼く道具を奥島雄一氏から鴨方町へ寄贈していただきました｡ありがとうございました｡

是非この道具で煎餅を焼きた

いと思っています｡

町家伝承館に展示してありま

すので見にいちしてくださいo

かご鶴紀の辻といって'川手町か

ら土橋を渡｡Jv三日市にくだる道の南側には椋の大木があった｡
椋の木は夏には乗が繁り､木

陰をつくっていた｡

木の下にはいつも涼み台が置

いてあり'横手の土手屋という菓子屋の老夫婦もよく皆んなの話し相手になっていた｡
涼み台で'お年寄等は'将棋

をしておられた｡

椋の実の熟する頃は'強い風
が吹くと'子供達は落ちた実を

拾いに行った｡黒くて独特の舌ざわりがあった｡

また'川手の豆腐屋にお使い

に行った帰り'時たま一銭だけ奮発して土手屋にしかない'直径三センチぐらいの輪になった甘い甘いしょうちゅうの菓子を買うのも楽しみのlつだったo
X山ドクリヨさんは八月に八十六歳になられる｡船方の川鞠で生まれ'鴨方往来は忘れられぬ遊び場であった｡｢松川ぺりにて｣という思い出の記から抜粋させていただいた｡

向滑歯鴨方撞糸

町家公国の嘩物を
伝える冊子発行

町家公園内の植物や'年中行事を紹介する冊子

｢町家公園の四季｣が鴨方町教育委員会から発行さ
れました｡

公園内の伝統植物園を中心に開花時期に合わせ'
美しいカラ-写真とともに紹介されています.

植物の写真や説明は山本園長
が担当｡四季の花々が見に来てくださいと呼びかけているようです｡

B六版の持ち易い本で'｢希
望者には一部二百円で配布します｡｣是非ご利用ください｡連絡先

町教育委員会､又は町家公園
℡四四-七〇〇一℡四五-八〇四〇

ji与 ��′Lj. �6���-.,肇慧ー � 啌�6�.ﾒ�琴 

･準章 魚-.:).-/ 

-⇒ �8������播 ����

十､ `､､l 鋳菁��ﾗ$�｢�Y5ﾚH�H�u�ｾR�1 冓-Tl _1 ､二Lj 

･竃 � 

旧鴨方往来の名所｢鴨方土橋J付近1926年-大正末期ごろ

｢備前岡山藩と支藩の鴨方
藩を篭ぷ旧他方往来の鴨方町鴨方の三日市と川手の間を流れる鴨方川に架かっていた確U棟の左側にはムクの大木があり､右側のワラぷき屋根の軒下には日蓮宗の布敗者･大柴大僧正の碑が建っていた｣

トト
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若葉の美しい'さわやかな
季節になりましたC

記念すべき二十一世紀の最
初の年に　｢かもがた町家だより2号｣　を発刊することができ'これも皆様方のご協力のお陰と感謝いたしております｡

今回は.子ども達の目から

みた町家､町家への思いをとりあげてみました｡

よせられた子ども達からの
メッセージに胸が熱くなりました｡

これからも多くの人々に愛
され､親しまれる　｢かもがた町家だより｣となるよう努めてまいりたいと思います｡益々のご支援'御協力をお願いいたします｡

皆様のご意見､お問い合せ

などお待ちいたしております｡

ボランティア(石部･遠藤)


