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かもがた町家公歯に　*j

L.TtN. VWLP..　*

患的を着せてかもがた町家管理組合長

串

この度の総会で'図らずも町
家公園管理組合長をお引き受けすることになりました｡

懐かしい思い出　(五十年前に

タイムスリップ)｡私の生家は'今の公園道具台東の蔦の覆い茂った土塀の東側に接していました｡わが家の二階から土塀越しに眺められる新宅裏庭には'四季折々の花が咲き､特に印象深かったのは､道具倉横にあった百日紅の老大木'夏は真紅の花が咲きその紅と土成の白壁との鮮やかなコントラストが想い起こされますo

昔の邸宅は､森林内にある別
荘の様相で'早朝から郭公鳥や山鳩の鳴き声'鴨神社からの御祈祷　(武運長久)　人鼓の音など今も脳裏に残り､少年時代を過ごした色々のことが懐かしく恩

松田潤二郎

われます.

その後'仕事の都合で郷里を
数十年離れ'いま此処'故郷へ四年前に帰り町の変貌に驚きましたo T度その頃'(仮称)　歴史公園二号館の復元中でしたo町報で　｢景観と町づくり研究会員｣　の募集を知り入会しました｡

八月からは'山陽短大講師の
ほか､他府県より知名講師'また有識者の講義を受け'時には､先進の町並み保存地区に出かけ町並みの融和とこれからの町家運営の在り方'大変さを少しは知りました｡

古い鴨方の歴史や文化につい

て'あまり関心がなかった私にとって'干天の慈雨のごときもので'楽しく勉強させてもらっております.引き続き町家ボランティアのガイドとして入会しましたo

平成十年十月二十二日､かも

がた町家公園が開園し､私も町家の発展､運営の一員として皆さんとの交流による革びを得たいと思っています｡

それには'一人一人のボラン

r

ティアの皆さんとの信頬関係と奉仕の心'お客様に対し最初の挨拶が心から接しえるか'それが1番大事のようですo

文化部のお琴の生演奏も好評

で､大変喜ばしいことですQ

町家公園が二十世紀から二十

一世紀に向かって､皆様のご期待に添えますよう誠心誠意､全力投球しますので'さらなる深いご理解とご支援をお願いします｡

かもがた町家公園

園長　山本敏夫

☆ハギ(戟)マメ科
万乗では一番沢山詠まれてい

る植物です｡展望台に向かって右手の赤い花のハギはミヤギノハギで､六月頃と十月頃の二回咲きます｡夏咲くのでナツハギともいいます.枝がものすごく枝垂れるので広い庭の中に一株植えると四方に枝垂れて見事な形になります｡左手の白いハギはシラハギ'中に七草園と同じ赤い花のはツクシハギでこの辺の山に普通にあります｡

☆フジバカマ(藤袴)キク科
万葉では山上憶良の七草の歌

!首ですが'日本書紀にも出ており昔からよく知られた草ですo蘭の字をあてて'昔はラ二といったりアララギといっていましたo　フジバカマによく似たサワヒヨドリ　(サワアララギ沢蘭)が山の湿地に生えており'それをフジバカマと思っている人が多いようです｡フジバカマは葉によい香りがあり､生乾きのときに特によく薫ります｡中国では香水蘭といっています｡
さて'町家公園が無事二周年

を迎えるにあたりボランティア･関係皆様の懸命なご尽力､ご支援ご協力に心よりお礼を申し上げますo　なお今後共よろしくお願いいたします｡

(清掃哲理全般)

町家ボランティアは､親しみ

のある温かい公園づくりに向けて活動しています｡興味･関心のある方は是非ご一報ください｡
･設立日　平成十年十月1日･人　数　約九十名･対　象　町家公園に関心のある方･研修活動等　年間四回程度の全体研修

(町外研修を含む)｡
各部活動随時

【かもがた町家管理組合]

(事務局1町家公園事務所内)

℡五-八〇四〇
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近水観光振興会事務局(足守町)

草野由之

私どもが'ご当地のかもがた
町家公園を見学させていただいたのは､まだ正式に開館される前だったように思いますo

細部に至るまでよく行き届い
た復元'新しく整備された町家公園の諸施設'また古いままの当時の立たずまいを残している部分など見学するにつけ鴨方町の皆様方の熱い思いがよく伝わってきました｡ただ見学するば

かりでなく'会議や講演などにも使用できるように工夫されていることなど感心しました｡

公園周辺の古いかもがた往来'
かもがた藩陣屋跡や古城跡もあってそれらをひっくるめて歴史を感じることができ大変よかったように思います｡

それにしても財政面の克服な

ど困難な面もあったことと思いますが'今後長期にわたって､

平成12年3月　よもぎ団子作リ

山陽愛石会　西山正明

先般は'立派な交流館を山陽
愛石会に開放していただき'石展が実行出来ましたことを会長を初め会員t同感謝いたしている次第です.誠に有難うございました｡

当会と致しましても常に理想
とする展示会場を探求致していました処'当園の如き設備､管理の行き届いた会場に巡り会えることが出来ましたので'今まで叶えられなかった茶室の本飾り本床'床脇'書院の飾り付けが可能となり一層の勉強の場と

(

なって､それぞれの担当者が一生懸命取り組みましたD

不備な点､不作法の面は将来

の課題として精進致します.

展示会を通じて'鴨方町民の
皆様方の文化に関する意識が大変優れておられることが切々と感じられました｡

私達会員の反省会の場で､当
園の管理に当たられる皆様方の出迎えと見送りは他の会場では今までなかったので'会員一同面食らったが気持ち良いものだなあと感激していました0　人の道の大切さを教えていただき有難うございました｡

設備を預かる方々の行動がご
来客の皆様より大変喜ばれお礼申し上げます.

矢掛町在住　藤沢　朗

去る八月十日矢掛町と鴨方町
を結ぶ遥照山トンネルが開通しました｡このトンネルが出来たことでこれから先'両町が近くなり交流や経済的発展につながって行くことと思います｡以前通っていた曲がりくねった危険

一杯の道は通らなくて鴨方へ行
け本当にうれしいことですo

早速八月十二日､新しいトン

ネルを通って当かもがたの町家公園へ｡初めはどんな所かなと思っていましたがとても古風なきれいな建物で中に入ると皆さん愛想がよくて嬉しくなりまし

山陽愛石会のご招待した各団
体'尾道･井原･姫路･松山･新居浜各愛石会会員諸氏も会場接待の行き届いていることに驚いていました｡各会長さんを初め皆さん共､この様な会場で展示がしてみたいとのことで我々は鼻高々でした｡皆様方の心よりのおもて成しを会員一同感謝致しております｡

次期展示会も是非お世話に預
かることと思います｡その節は'何卒宜敷くお願いいたします.

貴園の益々の発展と充実をお
祈り申し上げますo

(

たC　窓口で住所氏名を記入している間に､｢どこからお越しですか｣　と問われ､｢私達夫婦と孫の三人で矢掛の町から新しいトンネルを通って来ました'早く来ることが出来ました｡｣　などと話している内に案内をして下さる方が来られて先に自己紹介をされ､退職後にこの仕事をボランティアでやっておられるとお聞きしました｡矢掛の本陣と同じですネ｡その方のご案内で建物の中や昔の人が使っていた生活道具を見て懐かしく感じました｡その方の説得力のある話しにうなづきながら建物の説明が全部終り､お礼を言ってこの建物を後にしました｡

次に隣の建物の倉に入り鴨方
小町の写真を見物させていただきました｡私も写真が好きで美人の写真を一つ一つ楽しませていただきました｡来年は鴨方小町の美人を撮りたいと今から楽しみにしていますo　よろしかったらその節はお知らせ下さればと思っている次第です｡

今回は大変ありがとうござい
ました｡これからもかもがた町家公園の発展に頑



玉島在住画家　藤沢人牛

｢かもがた町家公園｣　での個
展は'園内のゆっくり流れる時の中で'数日間開催できた事をとてもうれしく思いました｡次期開催できることを楽しみにしております｡

山陽新幹線や高速自動車道な
どスピード化してゆく現代社会には､江戸時代からの文化をもつ鴨方町に　｢かもがた町家公園｣の建物と庭園空間が保存されたことは'とてもうれしいことです.

私が感じた事は広大な園内の

(

空間が利用できたらと思います｡できれば庭園内での野外展の企画など｡

熊山町の光悦邑での　｢野外に
出た美術展｣　などがよい例かと思います｡

次は二千一年の五月に開催を

企画していますo
又､草月流家元の勅河原宏氏

の青竹による立派な構成などo近くではベネッセ･コーポレーション･丸亀の猪熊弦一郎美術館など'建物や空間を利用して面白い作品を展開しています｡ささやかでよいから'広く呼び

顎の

蜜が漁猟魔窟

かけ庭園の空間利用が実現できれば幸いに思うl人ですo

岡山県建繁士全女性部

山本幸子

昨年(平成十一年)　の秋も終

わろうとしている頃､(社)岡山県建築士会女性部会の活動の一つとしてかもがた町家公園の見学会を実施しました.丁度その日は'飛騨高山からまちづくりに携わっている女性三人が'私たち岡山建築士会女性部会の活動の視察に来られていましたのでご一緒していただき､総勢二十名位で訪れたように思います.

へ第.印象は何と言っても手入

れの良さでした｡人が手をかけ心をこめて育て'いつくしんでいる気持ちがどこからともなく伝わって来るのです｡住民の方たちの思いが言葉でなく､その空間に立つと感じられ､穏やかな心にさせてくれますo

日々の暮らしの中でちょっと

立寄って風や空気'緑のにおい'また人の賑わいや話し声に触れ

取離!i.,,. ,,{1.㌔

たくなるような懐かしさ､親しさがあるのです｡とりすました
｢きれいさ｣　ではなくて､建物

も庭も全体のプロポーションがとても美しい｡風景にとけこんだ伸びやかな時間がゆっくりと過ぎて行く｡それでいて働いている人たちの機敏な動作と心有るもてなしC　静と動が心地よい気分にさせてくれるのです｡
小さな町でも真剣に情熱をも

って取り組めばこんなにも素晴らしい事業ができるのかと改めて考えさせられましたo

五年十年後をより期待したい
と思います｡

瀧.

三和革望石　逸見清則

今春四月に'初めて町家公園

を知り'その後､使用させていただくことになりましたが､私にとっては'心あらたまることぽっかりだったのです｡

現在まで､十四'五年間各所

の会場で山野草を'年二二一一回の割合で展示させてもらいましたが､全て展示会後の満足感を味わった事がありませんでした｡
それが､町家公園を使わせて

いただき､その後'四月から毎週公園に行っておりますが､園内の雰囲気､園長さん他､皆さんの心温まる気使い'公園内の管理をしておられる方々の姿'
(特に今夏の暑い中､朝から黙々と庭木に散水'手入れ)　人はかくあるべきと私の心に強く､入り込みましたo

私だけでなく､公園をおとず
れた心ある人々は､皆さんと同じ様に感じ取られていると思います.味気ない世の中に'町家公園の人々の姿が広まって行ってほしいと心から願うばかりです｡

たかい美容室

笠谷まこと

子供の頃､友達と一緒に冒険

をした暗くて古くてこわい建物がこんなにすぼらしく生まれ変わって'文化を今に発信していることに感動を覚えます｡

地元に住んでいる美容師とし

て､一人でも多くの人々に町家に来ていただきたいと思うと同時にその文化と歴史のおもむきを生かして'成人式やブライダルなど大いに役立てるよう今後も働きかけてゆきたいと思っています｡

実際に雑誌の撮影等で'町家

を利用させていただいてみて'どんなつくりものよりも'本物は肌のやわらかさや人の心のあたたかさを表現できるように思いますo

ある前振りの時'お父様が'

どこで揺られたのかと聞かれたら､『我が家です』　と答えておこうと言われましたo　その気持ちとほこりを鴨方人として大切にしてゆきたいと思いますD



郡等痕管製別電
案内イベント郡　坂本寅明過日'猛暑の中､案内･イベ

ント係の研修会が実施されました.講師は石田設計事務所の所長で'専門家の話は大変興味を引くものでした｡しかも現場での説明には､一つ.つ納得の行くものでしたo

栂普請の家の柱は新しいもの

も全部栂(とが)であるとか､座
if苛垂謬沙夢〃rRbe1

蕎AJ.感動食堂部　藤沢勢津子

敷八畳の客間の床及び床脇は取り替え可能な和紙貼りであるとか､緑の上の天井の垂木は北山杉であるとか｡案内手引書で練習してから早いもので'もう二年が来ます｡今まで自分流で説明してきましたが初心にかえり反省するよい機会でした｡

今後もこのような専門家によ

る研修会で勉強しながら'.磨しか無いかも知れない'人と人との出会いを大切にして'案内をしていきたいと思いました｡

乱義孝毛Af者あ背馳畠塔抄霊夢

公園管理部　田中信忠

町家公園の広い園内には色々

と大きな古木が立ち並び､また'名前も判らない木も多くあります.

先日通路を掃除していた所'
梅干大の実がたくさん落ちており何と言う木かなと思いよく見るとムクロジと言う木でした｡此の実をひろい持ち帰り､園長

ボランティアコーナーです

に見てもらったところこの実の皮はせっけん代用になり､巾の固い実は羽子板の羽根突き玉になると教えていただきました｡七十才をすぎても知らなかった事など色々と勉強になります.

公園管理スタッフ二十丁二名で

月二'四回ではありますが､町内の皆様に喜んでいただける様に頑張りたいと思っております｡

残された時間をどの様に生き

て行くか､自分に出来ることは何か'と間いつづける毎日です｡

町家にこられるお客様に'｢き

れいに手入れをされていますね｡｣と言われた時などほっとして､又頑張るぞと言う気持ちになりますo

そうめんは'夏は冷たく､冬
は温かくしています｡｢そうめん亭｣　と言いたい位どちらも美味しい｡

抹茶につくおまんじゅうは､

四季折々で楽しくてきれいと好評です｡
ジュース'甘酒は季節商品で

す.｢お休み処まちや亭｣　の自慢は'何と言っても､ユニークな日替わりボランティアの出会いと感動です.
お客様の反応が即伝わってき

て喜んだり'落ち込んだりo　でも､いっも笑顔ではりきっています｡

どうぞ'皆様お休み処まちや
辛でゆっくりおくつろぎ下さいませ.

働帯珍劉市町雪鞄掠菅

案内郡　山下信子

七月三日'ボランティアの研

修として伊予の内子町へまいりました｡内子町と言えば　｢ろうそく｣　と　｢内子座｣　を思い浮かべますo　鴨方町は　｢そうめん｣と｢町家公園｣　でしょうか｡

ろうそくを作っていた古い小
屋が並んでいて､その原料は'はぜの実だそうです｡乾燥箱に入れてありましたC　｢はぜの実からろうそくを作る｣　と考えた人の知恵には驚きですo　今は作

られていない様で淋しい思いです｡古い小屋を見て廻り展示場は立派な建物で作業工程や歴史と現在の生産品､口紅､クレヨン等わかり易く展示されていま

したo

次に内子座へ参りました.内
子座はタイムスリップした様な古い芝居小屋で昔の華やかな舞台のたたずまいを見せていました.こんな古い建物は町の大きな文化財だと恩いました｡そしてサッポロビールの社長さんの高橋邸を拝見しました｡広く立派なお座敷があって､ここで私共は町のボランティアの方から冷たいお茶の接待を受けました｡暑い中を歩いて来てゆっくり休ませていただき本当にほっと息をつきましたQ

古いお家は本当に落ち着いて､
どこかふるさとへ帰った様な安らぎを覚えるのは私だけでしょうか｡天井･床･棚･襖･障子等､一つ一つ昔の人の英知を教えられます.又機会があれば古いお屋敷の数々を見学致したいものですo
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今年の七月から'あまり外に

出なくなった高齢者の方を対象に'月に一度集まる会『鴨方地区ふれあい会』(仮称)　を'第二金曜日の午前十時から昼まで

｢

あること.施設がきれいで繁っていること'家が密集している中にあるので歩いても行きやすいこと､駐車場が整っていること等です｡

開催していますoこの会は町が主催で'高齢者の

開催当日には'いっも職員の方々､食堂ボランティアの方々によくしていただき感謝しております.

四季折々の草花が咲き誇る町
家公園で高齢者の方が'少しで

も楽しい時が過

高齢者ガ楽しV集える蟻にしたい

方の寝たきり'ルぼけ予防のため仙　～町家でふれあい会～町保健婦小坂和江
･ -A J皿j..:.'冊:1 ''｢./.　.I".喜　.　　　….I"Ill

り'ゲームをし

ごせて生活にうるおいや楽しみができていけたら良いと考えていますので'気軽にのぞいてみ

たりして町家公園に集まって皆で楽しく過ごそうという会です｡

町家公園を会場に選ばせてい
ただいた理由は'高齢者が地域に多いこと'障害者用トイレが

始めたばかりですので､来ら

れる方はまだ少ない状況ですが'初めて町家公園に来たという方もいて'近所でありながら灯台もと暗しだと言われていました｡

て下さい｡

まだこの会の名前が決まって

いないので良い名前をつけて頂ければと思います｡よろしくお願いします｡

～-～-tレ-tU-ヽノ-～-～-tU-t)-Vl■Vtー-

(
福武文化振興財団から助成金を贈られた

街道探検隊

案内･イベント部　石部　亨

香登の一里塚(備前市)

文化部　琴担当　石井光子

先日､ NHKが､すぼらしい構成で町家公園を取
り上げてくださいました.それも内容が良いとい

うことで範囲を広げて二度までも放映してくださ
ったこと､感謝でいっぱいですo　おかげさまで町

家公園が広範韓に知られましたo

放映以来多方面から大勢のお客様が来園くださ
りとても嬉しく､町家にふさわしい日本古来の音色､

琴をやっていて良かったと感じています｡演奏協

力者も一人二人と増え力強く､私達も琴の音色を
聞きながら､すぼらしい町家公園を散策していた
だけるよう時間のゆるす限りがんばっていこうと

思っております｡外国の方が来園された時は英語
であいさつして演奏しますD

Good morning!!

welcome to this wanderful "KAMOGATA

MACHIYA PARK".

We hope you have a nlCe time here and make

yourself comfortable.

we are Japaneseボランティア, givlng

heartful receptlOn With playing Japanese

sound of　…KOTOM.

Introducing this isスミコ関野,シズカ赤木,

ケイコ虫明andlamミツコ石井.

We play with our full mュnd.

Please enjoy and make good memories.

Thank youl!

First stage,花の舞曲--･

鴨方往来とか山陽道とか､名
前は知っていても'実際には殆ど知らないままで済ましている'というのが､現実である｡

ところが物好きにも'意慾に
溢れて'これを通して訪ねてみようという人達が｢街道探検隊｣なるものを地域文化研究会の油動の一環として平成十一年四月､スタートさせたわけである｡

昨年度は約十人で'江戸時代
の鴨方往来　(大門～岡山間)　を一年かけて探検した｡

｢街道探検隊｣　は､先人たちが大切に守ってきた貴重な文化遺産である県内の街道や往来等を調査'探検し､その資料を後世に残すことを目的として'道標の拓本づくりをしたり'新しい発見をしたりして歩いているo
こういった活動が'福武文化

振興財団の助成対象事業にふさわしい団体と認められ'文化活動助成金を得て'活動結果を刊行する運びとなった｡
今年度は山陽道を対象と定め'

三石からスタートして現在岡山県内を踏査中である｡
調べながら歩いていると地域

の盛衰をまざまざと実感でき'また古代山陽道､近世山陽道がそれぞれ当時の海岸線によって決まっていたことを知るなど､発見の革ひが少なくない.
毎回の集合､打合わせは町家

を括用させていただいているo



◎投扇弼-日仏験の無い 

日本古来の遊びを町家で体験しませんかo 

Ej時:11Fj23Ej(木)13時30分～15時30分 

※上記行事についての詳しいことは､

鴨方町教育委員会社会教育課へ｡ ℡(08654)4-7001

国道　2号

◎J31る吉とサンデ-ウ7r -ウ(eEやBkm)

鴨方往来を歩く･江戸時代の金光から鴨方へ｡

金光駅～大富神社～

町家公園～周辺史跡
～鴨方駅

】∴,;

開催白　11月26日(白)

集合駅　JR金光駅(山陽本線)
集合時間　9時30分｡ 10時出発

参加要項　参加の万Ia､当Ej出発駅に集合

交通費/個人負担
参加費/損害保険加入料100円負担
弁当等持参､町家公園でrま郷土芸能などがあります｡

ぱっかんさなぜ　　　　　　　　　　　　ttんペい

◎蒙帝真田展･藤野崖煎餅層

明治から昭和初期にこの地方で盛んに行われていた喜田
組みの道具と製品､そして､当時鴨方藩主の御用となっ
ていた藤野屋(鴨方奥烏家)の煎餅の道具等を展示しますo

期　間10月20日(塞)～12月10日(臼)

場　所　かもがた町家公園伝承館外

(入会官料大人100円､小人50円)

Ti.野.㌢iL.f1...aお陰をもちまして　｢町家だよ

り開園2周年特集号｣　が発刊の運びとなりました｡

ひとえに皆々様のご協力の賜
と心から感謝いたしております.

メッセージの数々'感動しま

したo　実のところ､これ程まで感謝され有効に使用していただいているとは思ってもおりませんでした｡

町外の方からのメッセージは
町内'組合員の方たちとは違った角度から見られた貴重なもので､暖かいご支援'未来への期

待'身に繰るお褒めの言葉をいただき､組合員に自信と誇り'やる気を大いに奮い立たせて下さるもので有難さが身に犯みましたo

組合員の方々からのメッセー

ジは'町家への熱い思いと'開園から二年近くの着実な努力の結果を強く感じられました｡
いろいろと'不備の点が多い

こととは思いますが､皆様と共に勉強させていただき､よりよいものにしたいと思っておりますのでご支援御協力をよろしくお願いいたしますQ

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　(遠藤･石部)


