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秋の日に

瀬良田　信　雄

(町教育長)

道端に'野菊が今を盛りに咲

いている｡

はればれとたとえば

野菊漉き如く

は'富安風生が､川原を歩く少女たちの歌声を聞いてこの句を作ったという｡

伊藤左千夫の　｢野菊の墓｣　を

読んだ淑石は｢自然で､淡泊で､可哀想で'美しくて､野趣があっていいDJ　と評価したそうだ｡

野菊に'真っ赤に色づ

いた実をつけたサルトリイバラが垂れ下がっているC

裸木が凍々しく見える

のは.たくさんの新芽を守りつつ｢さあ冬よ来い｡｣と､立っているからだ｡

秋を演じるオールキャ

ストがそろった｡夕日のスポットが当たると'そこはすぼらしい舞台でもある｡しかし　｢秋の陽の

瓶落し｣　残念ながらその演劇は短時間で幕を下ろす｡
手入れが行き届いた　｢町家公

園｣　にも'のどかな日差しが満ちて､訪れる人々を優しく迎えてくれる｡日ごろの喧騒から掛け離れた静かな別世界だ｡私たちの心を豊かにしてくれる身近な憩いの場所でもある｡

にいやま｢文化を薬しみ

育てる会｣の活動､
会長　高　木　浩　朗

(笠岡市)

文化活動の大先輩である　｢鴨
方町地域文化研究会｣　に'お呼びいただけたことを'心から感謝いたします｡

今'やっと三年目を迎えた私

どもの会が'よちよち歩きではありますが'基本的には行政に頼らず住民の手で'｢場には力がある｣　を合い吾桑にして活動をしてまいりました｡

木山捷平や在田軒道貞を生ん
だ文化的土壌とは何かを追求し'それを残し伝える手立てを考え実践を積み上げているところです｡･地名を調べ語る会

(小字名を中心に)

二史跡顕彰碑｣

(当面学校跡から)

･｢史跡探訪とウオーキング｣

(親子参加)

･文化･文化財に関する資料の

復刻出版文化は､創造･継続･発展の
繰り返しだと思います｡ともに協力しあいましょうo

☆カンツバキ類

(ツバキ科)

カンツバキ類は､も
ともとツバ羊とサザンカの自然交雑種の後代といわれ､静岡地方以西で古くから栽培されていたそうですC

横張り性の｢獅子頭｣は庭

のふちどりゃ根じめに使用さ☆クロガネモチ

別名アクラ
(モチノキ科)

雌　毎摘包詣
かもかた町家公園　園長　山　本　敏　夫

れていますC立ち性の｢勘次郎｣俗称タチカンは生け垣に使用されています｡タチカンtL)サザンカといっているようですが､サザンカの花期が十月から十二月であるのに対し､カンツバキ類は十二月から三月はじめまで咲き続けます｡

雌雄別種の常緑高木で'雌
木には晩秋から冬にかけて､緑の菓の間からのぞいた紅い実が美しく､庭木として寅用されていますD暖地の産で､県内で標高の少し高い所では雌木でも実をつけないそうで
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十月十三日'かもがた町家公
園で子ども歴史学校　(町教育委員会等主催)　が初めて開講Lt町内の小学生･幼稚園児ら二十人が元気に入校しましたC

この歴史学校は'今まで野外
で行われていた　｢なつかしの子供の遊び｣　の行事を少し趣向を変えて'今年は室内等でじっくりと深く学ぶ時間をつくり行われたものです｡

始まりは､マンガ家の南一平

さんをお迎えし歴史マンガに挑戦'西山拙斎先生の子供のころの婆などをマンガにしました｡

保存会メンバーにひがさき踊りを教わる子供

へ

【葛-貞竪】賢塁再旺

西山拙斎の子とものころのマンガに挑戦(講師南　一平氏)

又､邑久町人形劇団『つきみ等』の糸あやつり人形や『風の子の』　｢西山拙番と欽塾｣　という題の大型紙芝居なども鑑賞しました｡
その後'子どもたち

は､野外に場所を移し

町家公図周辺にある鴨神社や西山拙斎の碑などの史跡巡りをし､それぞれの場所で出されたクイズに一生懸命答えながら身近な文化財にふれました｡
最後は､地元の町指定民俗無

形文化財の　『ひがさき踊り』にも挑戦､保存会の皆さんから難しい手や足の動かし方などを一つ一つ教わったり'踊るテンポに合わせて太鼓の打ち方を習う

など町家公園での楽しい充実した時間をして過ご

これを見て描きました

しました｡

迎えにきた保護者から

は.日ごろ子どもが描くことの少ない歴史マンガの絵を見て､感動の声が聞こえるなどほほえましい姿も見受けられました｡



聞組閣矧田胆
鴨方町社会福祉協議会

土　屋　英　樹

かもがた町家公園で障害者の
作品展を開催した｡その名も屯(たむろ)展｡｢屯とは･人が集まること｣古く推古記には,たむら(屯壷として記載があ｡'文武に優れた集団の意として登場している｡

屯展に出品された藍染め(負
敬),ガラス縄1(岡山浦安荘)I陶芸(大阪府)･さを｡織り(鴨方)等･総数約千点は素朴な味わいが町内外からの観覧者の共

屯した芸術作品たちが町家公園の雰囲気すべてと襲ロしていた｡

この屯展に際して町家の職員
からありがたい配慮をいただいた｡もし車いすの方が来られても･町家公園にはスロープがないのだが･と｡心配無用なんとかなると私は答えた｡江戸時代にバ｡アフリーはない｡福祉といえば至れ｡尽くせ｡に接しな

えた｡･特別扱いしがちだ｡そこで今回は,障害のことは前面に出さないで自然体の企画にした｡

屯展の作品は'作者の障害の
有無をこえて評価されたものと思う｡

私は屯展が･町家公園の秋の
行事として定着する予感がして

聖-刷り.ll -1)-i ～:賢一芽讐壱聖覆諾竣要富山市)

泊ケ山　和　美

｢作品の味をもっと多くの人
に伝えたいoJ

福祉施設で芸術活動に取｡組

むスタッフの素朴な願いから始まった屯展｡

ければならないと思いがちだが特別扱いするのではなく'もっと自然体でいい｡このことこそ屯展のコンセプト

｢かもがた町家公園｣の堂々たる蔵を舞台に､様々なアート作品がコラボレート(磐口)し､見事に｢乙

創｡上げました｡浦安在の吹きガラスとトンボ玉も魔誓かけたように輝きを増し､作品の持っ新たな可能性を確信することが出来ました｡また､従来の｢施設展｣から｢アート展｣への大きな一歩を'私の故郷で実現できたことに感動しています｡人とのふれあい'歴史ある町家公園と鴨方町の魅力を再発見すると同時に､私自身･今後の活動力を得ることができました｡
屯展'そこにはアート作品の

みならず､ひと･まち,と

感を呼んでいた｡そして'作品

であった｡

障害者のアート展と
言えば,それだけで身柄

のコラボレ-ンヨンが
ありました｡

家公園だった｡

江戸初期のたたずまい
を見せる旧高戸家､紅葉盛｡の鴨神社界隈の木々'格孟苓i,入る鴨方の窒判

屯屈の感~型

土の子陶房(大阪桁)

砂　田　絵　里

アートを通じての他のジャン
ルとの融合という新たなる挑戦が'歴史ある　『かもがた町家公園』　の古い蔵から始まったというのは大変意義深いことでした｡そして'土の子陶房の作品がこの屯展を通して鴨方町の人々と出会えたことも'素晴らしい出来事でしたo今後も引き続き'この挑戦と出会いが深まっていきますように.

Ll等鎧蜘

更正施設あしたぼ(倉敷而)

中　野　厚　志

かもがた町家公園の蔵の中とい

う最良の場所とさまざまな作品･音

楽･香り･その作品を見に来て下さ

った方々､又,屯展にかかわった人達

が混ざ｡合い,何とも言えない雰囲気

の中絵画を出展しましたo

こういったアート展を手掛けることが

初めてだった私にとって､多くの人達･作品

達に助けられたことに感謝するとともに､

多くの刺激を得ることができましたoそ

ういった良い雰囲気の中で作品を展示す

ることによってあしたばのメンバー達が
一人の芸術家としての一歩を踏み出すこ

とができたことを大変うれしく思います｡

i翠川川胸壁ー矧一
ほほえみ授産センター矢掛分場

樋之津　孝　江

(矢掛町)

蔵を照らすライト､力

のこもった作品の数々｡私たちは草木染を展示しました｡今までにない　｢芸術｣　にこだわった温かい作品展｡それに負けないくらいの町家公園の方々の支援がとても印象的でした｡

地元にある授産施設に
通う一人として'とても力強く感じましたo
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万円流瀬戸内支部　下　川一江

この度､煎茶道方円流瀬戸内
支部の茶会をかもがた町家公園でさせて頂き'約百名の客を迎えました｡

園長様を初め関係者の方々に
は､お願いに参りました時より茶会が終りますまで大変お世話になりました｡歴史的価値が高

く､しっとりとした仔いの中で接客致します心地良さは最高のものでした｡建物と'とりまく環境のすぼらしさと共に町家公園の方々の温かい心遣いのお陰で､当日は雨にも拘わらず心は晴れやかでお客様も大変喜ばれ嬉しい限りでした｡

席は玉露'煎茶､

..｣■男　紅茶､おしのぎの

四席でした｡私達

笥川酎画叫恥旬あお空(金光町)

藤　井　彰　仁

▲■

.一一月

は紅茶を担当しました｡方円流は今年の五月で創流五十周年を迎えましたが'紅茶はセイロンのお茶ということで創流時より

今日に至っています.生活環境が洋風欧風が多くなり'立礼の似合う紅茶席は年を重ねる度に愛される様になりました｡又'チャンスがありましたら番茶や香煎もさせて頂きたいと夢が膨みます｡

今回は､私達が一番の目標に

しております思いやりの心を町家の方々より学ばせて頂きましたことが何よりの体験でした｡担当者一同､町家の皆様の御親切な御厚意に感謝しています｡

｢あお空しの利用者の切り絵を出撃せてもらいました｡古風で柔らかい空間の中で大勢の方に見ていただき大変嬉しく思いました｡また'機会がありましたら､地域の方々の利用者に対する理解を深めてもらうため,場所をお借｡

FWJ引叫軌到
川崎医療福祉大学ボランティア

福　岡　博　聖

小雨が降ったりやんだりの
天候の中'音楽と藍色を基調とした芸術'そして施設の利用者が制作した作品や絵画を1つの空間に混ぜ合わせて造りだされる雰囲気の中で'私は不思議な時間を共有することができました｡

また､フロンティアでは

Tボップミュージックを歌に

合わせて踊り､屯展では異種類の催し同士がたむろすることで一つの行事として盛り上がっていました｡

又'晴れた日に山野草見学に参りたいと申しております｡

最後になりました
が'かもがた町家公園の益々の発展を心よりお祈りいたします｡

屯儲艶私
憤万町社協さをり成り教室

岡　本　郁　枝

(甲鳥万町)

毎月2回作ったさをり織り

を屯展で披露することができ

て､大変うれしく思っていま

す｡さをり織りの上にガラス

や陶芸が置かれると､さをりの味わいを
一層引き立てることができました｡わた

したち単独では､出来ないことを複数の

グループが屯することで実現でき､相乗

効果があったと思います｡わたしたちの

町の町家公園の魅力を再発見し､誇りに

思っています｡



初めての土間演奏

喜敷アカデミーアンサンブル

林　　　環

アンサンブルコンサート

オカリナコ,サム…

最初'かもがた町家公

園交流館に打ち合わせに行った時'立派な建物にびっくりしました｡

こんな所で演奏が出来る
なんて｡ボランティアの方々がお花を生け､コーヒ-をたてお客様がいつ来られてもいいようにと用意をされていました｡皆さんの手ぎわのよさにまたまたびっくりしました｡

そして'庭園の方を見た時

三度目のおどろきがありまLiP音楽が今にも聞こえてさそうなすばらしい庭園でした｡

私達は色々な所で演奏をしま
すが　｢土間｣　で演奏をしたのは初めてでした｡聞かれている人達の顔が平行な位置にあるというのも不思議な感じでしたが皆様にはどうだったのでしょうか?

建物の温かさ'お世話をして

下さった方の温かさに触れ心が温かくなりました｡

町家公園を管理

されている方々'ボランティアの皆様'そして聞きに来て下さった方々'本当にありがとうございました｡

またどこかで'

会える日を楽しみにしております｡

___- p･I "`~~L~~L~~~~

倉敷アカデミーアンサンブル(指揮

出演剛市軽凱っこさん

参加嘉の声
★どうやってあんな書かできたかふしぎだった｡ (小2)

★あんなにきれいな書かでてすご打ったです｡ (小2)

★オカリナの澄んだ青色が美しく感銘を受rJました｡
アンサンブルコンサートは豊かな音色がすぼ5し
かったと思います｡よい催しだったと思います｡こ
れからもこうした行事を開かれるよう期待してあ
ります｡　　　　　　　　　　　　　(岡山而)

★感動しましたQ生演奏に接することか何より｡あり

tfとうございました.

★オカリナとアンサンブルの組み合せすてきでした｡

曲もなじみあるもので尚よかったのでしょう｡
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I I7日も頭票かわ-たり
てし.さい乳てわかり
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療静鰐翠)
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井原市立什桝屋小学校三･四年生ハ十二人からのお礼の寄せかき(l郎)です｡ありがとうございました｡
(



元鴨方中学校事務主幹

横　溝　嘉一

九月十二日｢おかやま長寿学
園｣　の講座で鴨方町を訪れた.

当日は､山本園長を講師とし

て｢伝統植物｣について'また'町家の四季の花々を冊子にした
『町家公園の四季』という本を見

ながら説明を聞いた｡
この本は'園長が一年かけて

四季折々の花を撮影してできた解説つきの写真集である｡

講座のあと'園内の実際に植
えてある花や木について説明を受けた｡万葉集等にかかわりのある花木の名前がよく分かり'受講生一同楽しい勉強会となった｡

素晴らしい　｢伝統植物園｣　と

なるよう願っている｡

私事だが'昭和五十九年から
三年間鴨方中学校に勤めていたことがある｡その時の教育長が

｢

撃m試蛾甘親沙馳蛸肌妙

に美味しく味わっていただこうと頑

寺　-円貞

食堂部　森

伝統植物園の七草園にて
一　一　◆　◆　一　一　･●･ ･●･ ･●･

町家公園の　｢お休み処まちや
亭｣も､お陰様ですっかり定着したものになってきました｡

一度来園なさったお客様が､
再度足を運んでくださり､どんどん輪が広がっていくのは､私

張っています｡

脇　八重子　碗から立ちのぼ

る湯気のように､

あったかい雰囲気の中で'ひとときをお過ごしくださいませ｡

売店では'町家公園に関する
冊子や'町家せんべい'そうめんなどの麺類も販売していますので､併せてご利用ください｡

正二曇監　k
町家で開かれた｢おかやま長寿学園｣

掘完1氏だった｡

昭和六十1年の十二月'例年

の通り予算のヒヤリングがあり'中でもパソコン教室の要求には熱心なおたずねがあった｡説明すると､｢よく分かった｡ご苦労だったな､十分検討して要望に応えたい｣との事だった｡

私は翌年'井原中学校へ転勤
し'後日新聞で'平成元年に鴨方中学校に四十台のパソコンを設置した教室が完成したことを知った｡

堀教育長の先見のある英断に
ほとほと感服した｡教育長は歴史'文化にも造詣が深く'西山拙斎の掘り起こしに､特に　｢町家｣　の復元を手掛けられ'現在の　｢町家公園｣　の誕生となったと聞いている｡

掘教育長は先年若くしてお亡
くなりになったが'その業績と遺志は'後世に引き継がれることを信じているo

たちにとって何より嬉しいことです｡

十月から　｢あったか

いソ-メン｣　を始めています｡

鴨方町特産の　｢手延

べそうめん｣　を'最高

町寮スタッフ
活動の一コマ

＼

頭めん芸品
せ心音轡,晶呑. 0.噂歯　車呈e:､0 ､矧＼

･･6]･-過せ･∵iti弧廿伸

箇　轡塵
■:''bttJT-.it富i孟jbJiz

皆朱時間手前7 0時一
幸繊3時30分

町塾菰珊轡
～歴史を伝える町｢出石｣～

良筆部　虫　明　智恵子

七月九日'町家

ボランティアのメンバ-を乗せたバスは､但馬の出石町へと向かっていLPこれからバス研修

出石の史跡を巡る組合員

が始まろうとしている｡今日は日頃それぞれに分かれて働く部員が交流を深める一日でもある｡
｢出石｣　は昔の面影を確かに

残す情緒にあふれた町である｡古い歴史がいたるところに残り､レトロの世界へと私たちを引き込んでやまない｡

出石城祉1辰鼓楼1桂小五郎
潜居跡1家老屋敷1宗鏡寺､等々

かつて'大名'山名宗全が支
配し但馬の中心として栄えた跡

をしのび､苔むした宗鏡寺で心静かに手を合わせ､鐘をつく｡
若い観光ガイドさんの案内は

まだなりたてと謙遜されるけれども先輩のあとをしっかりと受けついでがんばる姿は印象的であった｡石だたみの路地に続く風雅な店もまねしたいものがあった｡

また'見どころをつなぐ適切
な標識はさすが観光の町である｡

いたるところに白く光る出石
焼にその昔からたすさわる陶工の姿をかぶせ'心を残しながら小京都｢出石｣に別れをつげたのである｡

この研修は､いずれ町家に反
映していくであろうLt　私たちも春夏秋冬の風情を生かした心あたたまる町家公園にしたい思いがつのる一日であった｡



『包闇厩桓Il雌厩)
･X但し公園部分は開放していますa)で､

初もうで帰りに

是非､お立ち寄りください｡

と　き1月6日(目)14:00-15:30

とこう　かもがた町家公園交流虎

内　容　七草がゆlこついてのあはなしと試食

羽根つき遊び､紙ひこうき作り

(ハサミ持参)

対　象　小学生と保護者､一般参加可

参加料無料
紳し込みは12月25日㈹までlこ､ ら

町教育委員会へ
(℡44-700 1 )

川手町から土橋を通り､現在

の三日市'本町のあたりにどんなお店があったのか･･･o　当時はとってもにぎやかだった-･

鴨方往来は'鴨方町の中心地
であり'衣､食'住何でも間に合い'年中活気に満ちていた｡

町中を'異物風呂敷を肩の前
後に打ちかけ(振り分け)'また'棒の先に荷物をひっかけて歩いている人をよく見かけた｡

今では見られない姿だ｡

お金が手元にない時､呉服物
とか'一寸金高の品物を求める時は通帳を持って'買い物をしていた｡通帳での金の支払いは'盆とせつき(正月)に支払いにいく｡支払いが遅れると掛け取りがやって来る｡

祖母が手を後手に組み'腰を

二つに曲げて通帳をぶらぶらさせながら'駅前の小林呉服店の分家の呉服屋さんに行き､お茶を飲みながらそのお店の仲良しのおばあさんとよく話しこんでいた｡私も孫娘のお友達がいたので'人足がてらついて行くのが楽しみだった｡

｢鴨川べりにて｣

山　下　クリヨ

と　き　12月23日(日)13:30-15:00

とこう　かもがた町家公園交流鑑

済　倉敷作陽大学
(フルート四重奏)

象　小学生と保護者､一般参加可

料　無　料

※申し込み12月22日(土)までに､

町教育委員会へ(℡44-700 1 )

佐渡屋付近から西方向を見る(右は本町郵便局)

町家の知名度も年ごとに増し､
県内だけでなく､県外からも多彩な催しに活用され'よろこぼしい限りです｡

町家で催しをされた方や､
訪ねてくださった方々の感想は'建物と周りの環境のすぼらしさ､心地よさ'建物の格子から射し入る光などがもたらしてくれるゆったりとした刻の流れ'そしてボランティアの人達の

温かい心づかいもあいまって心が安らぐと異口同音に返ってきます｡

アメリカ同時多発テロ事件
以来'世界の情勢は異様な緊張に包まれ､人々の心に大きな不安を与えています｡

しかし'心の時代とも言わ

れている二十一世紀にあたって'わが町家公園は'人が集い､感動し､心豊かになれる存在として意義深いのではないでしょうか.

編集スタッフ(遠藤･石部)


