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【声よ　よみがえれ

片　山　全　子
(シナリオライター)

最近のベストセラーに『声に
出して読みたい日本語』　(斎藤孝著･草思社刊)がある｡

この本を岡山駅地下街の書店
で手に入れ'帰りの下り竜車の中で早速ひらいたo　あとがきで著者は､最近の暗諦朗読文化の衰退を憂えてこの一冊を世に問うと述べている｡

なるほど-と'車内を見て納
得したo　折しも下校する女子高校生で七割がたの混みようなのに､一昔前までなら巻き起こっていただろうおしゃべりの声はほとんどないQ　彼女達は申し合わせたようにケータイを手に無言でメールにのめり込んでいる.

と'そこへ車内のアナウンス｡
行先案内の次にはケータイご遠慮をと告げる｡

あっと気付いた｡今'私が耳
にしている車婆さんの声は肉声､

l▲1

つまり生の声ではないo機械を通した音に過ぎない-｡それから家に帰りつくまで'耳をそばだてて　『音』　ではなく『声』を

聴こうとしたが'アナウンスやBGM等々ばかり｡生の声が聴けたのは'翌朝'登校する小学生たちの仔雀のようなはしゃぎ声だった｡

斎藤氏によると'最近'小学
校では字句の解釈に重点が置かれ'声を出して読むことはおろそかにされていると言う｡以前には子供達は声をはりあげ読本を読んでいた｡ちゃんと朗読できることは書き取りの大切さと同l線上だった｡授業の呼び名も『こくご』ではなく『よみかた』だった｡夕方'物売りの声に混って『よみかた』　の勉強をする子供の声-｡今ではモノクロ写真か童画の中に閉じこめられてしまった｡『声』ではある｡

ところで今から二百年あまり
昔､この朗読する声にみちあふれた備中地方の集落があった｡他ならぬ鴨方である｡それまでは備前池田氏の支配下にある名もない所だったのに､文化の華咲く鴨方として知られるように

(

なった｡この　『文化の仕掛人』はご存知'西山拙薪｡関西の孔子と讃えられた人物｡以前､鴨方町歴史マンガの製作にたずさわった折'まだ修復前の『町家』の庭に立つと梢を渡る風の音の中から､四吉五経の朗読の声がよみがえってきた･･･o
ラジオドラマという音を媒体

にする表現にたずさわっているせいか'訪れた町に一番ふさわしい書は?と探してしまう｡

今'改めて思っている｡鴨方

には『声』が'それも朗読の声がふさわしいとo新装成った町家から､せめて土曜日毎'老若とりまぜた朗読の声があふれて欲しい｡それが拙番の詩だったら'なお'好ましいと｡

☆ナツツバキ

一名シャラノキ

(ツバキ科)

県北などの山中に生え
る落葉高木o樹皮がはげ落ちたあと､特異な斑紋ができるo花は｣ハ月'径五～六糎の白花を開くCインドのサル　(沙羅)　に名ぞらえたもので､寺院に植えられるo

麗句かもかた町家公園

園ulK　山本威､夫

☆アカメガシワ

万葉名ひさぎ(トウダイグサ科)
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ぬばたまの　夜の更けゆかば

久木生ふる　活き川原に　千鳥しぼ眠く

万葉葉巻六(山部赤人)

山野に曽通にある雌娃
異株の落菓高木｡新葉が鮮紅色で大きな菓となり､舌､飯や菜を盛ったところから五菜葉､莱盛菓の名がある.花は｣ハ月ごろ｡写真は雄花o
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名古屋市立大学芸術工学部

教授　広　川　美　子
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現在'鴨方町旧高戸家の赤土壁の調

査を行っていますが'今までにも'京都の島原角屋'祇園一力亭'茶道家元薮内家'八幡の伊佐家'富田林の杉山家､金沢の成巽闇などの赤土壁を調査してきました｡

これらの中で､旧高戸家の赤土壁と
比較的色が似ているのは'八幡の伊佐家と富田林の杉山家です｡江戸時代'医者'薬屋､料輝屋'及び格式のある家柄のところだけが'建物に赤色を用

いることが出来ました｡

1-

蛍光X線分析装置を用いた非破壊測定(伝承館)
＼　　　　　　　　二二二-

旧高戸家が壁を赤い色にし
た理由としては､茶道が薮内流であったこと､赤土を採取できる造照山が近くにあったことなどが考えられますd　旧高戸家の赤土壁の発色成分を特定するために'蛍光Ⅹ線分析装置を用いた'非破壊測定を行っています｡
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三月十日､町家公園に初めて､岡山大
学落語研究会が来園､五人のメンバーか約一時間半にわたり､落語を披露､会場は笑いのうずにつつまれました｡

川･3. -=者の=i
今回は大変立派な場所でさせて頂

きありがとうございましたC　お客様もみなさんとてもあたたかい目で見て頂いたことを感謝しています.また.鴨方そうめんも大変おいしくて､何から何までお世話になりましたP

笑亭　亜比留

町家公開の晴々しい空気の中で気

持ち良く落語ができ､嬉しく思います｡お客様が若くてきれいな方ばかりでとても緊張しましたが'楽しく終えることが出来て良かったです｡また

学校外で余興をさせていただく場

合は'会場の良さ'お客様の良さ等によって私達の力の入りようも失礼な事ではありますが多少変わってしまうものです.この度の町家公図での気合いの入りようは'今までの学校外の余興中一番でした　(ホントですよ▼)｡また機会がありましたら是非呼んでいただきたいと思っております｡

お目にかかれる日を楽しみにしますo

椿豪　満燃素

の町家公園はまさに落語にぴっの会場でした｡さらに言えば､

昔ながらの純和風の建物で皆さん

を前に落語を披露でき'とても血日量

円魔が多少鴨方に顔が



心学3年生が
総会学習で町家を訪問
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今田は､昔のはきものわらぞうり

を作っているときにしっもんに答え

てくれた相｡昔使っていたどう<も

いっぱいみせてくれてありがとう｡

とくにすごくびっくりしたのは､ねこ車でした｡

ねこ車にはタイヤが2こついていて､

だんさがある所でも楽にのぼれるから｡

ちょっと昔の道具展小学校三年生の総合学習で昔の道具を調べた

いというので'三月六日から八日まで　｢ふれあいの館｣　に展示しましたo　上の感想文はそのときのものです｡

それから改めて四月二十八日から五月五日ま

で正式に展示し'同時に｢昔の道具当てクイズ｣を実施しました｡今から四十年ほど前までに使われていた道具類で､寄贈いただいた品々です｡

｢伸子張りの用具｣　｢はがま｣　｢柳ごうり｣｢あんどん｣などの生活用具'｢千歯こぎ｣｢ねこ車｣など生産運搬用具など六十七品
目を展示しました｡道具当てクイズは小学校低学年用'高学年用'中学一般用と三種類に分けて実施し'皆さん大変興味を持って挑戦し'三百十八人が参加しました｡



関田開聞MM閑M山間岨
田本アートソイル協会

副会uB EE)　中　靖　子

ナチュラルアート作品展を三
月に町家公園で開催しました｡

ナチュラルアートとは､真砂
土で作る花鉢オブジェで'土のそぼくさを味わう手づくりの作品です｡また､不用になれば土に返すことができ､環境に優しいのが特徴です｡

来客された方々から､｢焼か

ずに固まるの?｣

と幣きゃ'｢町家公園にマッチしているね-｣　｢心がやすらぐ｣｢素朴な器'草花におもむきを感じる｣等の声を多くいただき'嬉しい限りでした｡まだまだ無名のナチュラルアートですが'この作品展で多くのあたたかい出合いがあり､今後も人の心にふれる作品作りに挑戦していきたいと思います｡

_PTRg零掛妙夢

朝拷脚恭風
____⊥二七三ユラルヱ=ヒ展=

蜜嗣拙運旧｣ハ条院西　藤　漂　仁　司友人に誘われ作品展に出向い
た｡地元に居ながら　｢町家公園｣に来たのは初めてで'ナチュラルアート展と言われてもピンとこなかった｡

公園内にある蔵の中で作品展
は行われていた｡

友人の案内で作品を見ると不
思議なくらい町家公園の雰囲気と合っている､土の器と草花の共演･･･｡

どことなくノスタルジックな

世界にハマッて'心安らぐ空間を感じさせてくれました｡

土の器の表情に個性があり'
暖かさが伝わるのは陶韓にない感覚のようにも見えました｡

この作品展がなかったら町家
公園に足を運ぶことも無かったかもしれません｡

閉脚開聞開聞旧肥旧

麿だtP

金光町　光　枝　智　子

かもがた町家公園とナチュラ
ルアート展はすぼらしく調和がとれていました｡

(

葦･",好摩. 倉敷市　小　野　空　曹

｢ナチュラルアートの魅力を
もっと多くの人に知ってもらいたい｣　との願いがかない'かもがた町家公園で'ナチュラルアート作品展を催すことができました｡

江戸時代のたたずまいを見せ
る堂々たる蔵を舞台に､何とも言えない雰囲気の中､作品が見事にベストマッチー作品の素朴なぬくもりの魅力を演出してくれました｡

人と心豊かに'ふれあいなが
ら三日間作品を多くの人達に見ていただくことができましたこ

ナチュラルアートの素晴らし

さは､何と言っても素朴なこと､そして､それに合う季節の草花をあしらう楽しさ-今流行の″いやし〝　というものでしょうか-　自然がピッタリで落ち着いています｡

鉢が自由に作れる楽しさはも
ちろん'鉢を作りながらどんな草花が似合うかな'この草花はこんな鉢がいいかなと想像する

とをメンバーの一人として感謝すると共に､今後の製作活動に

醒~--塗

のも楽しいものです｡

また､ナチュラルアートには
苔がピッタリ!苔にもいろいろ種類のあることに驚きです｡

散歩に出かけても苔が気にな

ったり'道ばたに咲いている小さな草花にも日を向けるようになりました｡

これからも､心をいやしてく

れるような作品を作ることができたらと思っています｡



革H一b展と町家卦園

文化協会工芸部長　瀬　嶋　明　子

かえってマッチするくらいです｡

現在'革と言え

ばバッグや財布･靴などと思われがちですが'革の利用範囲は広く襖や額といった大作から花挟み入れやコサージュなどの小口叩和風の草履･帯･帯締めなど私たちの周りには､革製品の活用場所が多くありますが'あまりそれらが知られていないので残念に思っております

展示会を開催す

平成十三年十二月一､二日の

両日'革工芸展をかもがた町家公園で開催いたしました｡
この町家での展示は'今年で

三回目となり多くの方々に楽しんでいただいておりますo

革と町家とは'異素材な感じ
を受けられると思いますが'革は昔から私たちの生活の中に溶け込んでいるので違和感はなく､

ることによって多くの方に作品を見て､革の素晴らしさを知っていただき'また'この町家公園が革工芸の発信基地となればと願っております｡

メンバー一同

去る十二月二十三日､私共く

らしき作陽大学フルートアンサンブル｢フロイデ｣　は'クリス rフE)イi

gLlB ･:･

質問コーナーなど設けてみましたが'これを機会に､音楽の世界'フルートの世界が少しずつ広がってくれれば幸いです｡また､いただいたぶっかけそう

めんもお母さん達の愛

マスコンサートを開催させていただきましたo　このような大きな町家で演奏させていただいたのは初めてで､少し緊張しましたが'演奏を進める内に'だんだん私共も'リラックスでき'楽しく終わらせることができたと思います｡

会場へお越しいた

だいた皆さん､コンサートはどうでしたか?

フルートアンサンブル

rフロイデ｣が演奏

町家クリスマスコンサート

情が一杯つまっていて､l人暮らしの学生としては'こんな所にもうれしさを感じてしまいました｡

演奏終了後に公園の内部を説
明していただいたり､本当にいろいろとありがとうございました｡帰る間際の竹馬は'全員子供に帰ってはしゃいでしまいましたo　とても賃重な体験をさせていただきました｡

鴨方町の皆さん､それではま
たお会いしましょうC

クリスマスコンサートを聞いて
金光町小学生　塩　臼　麻　美

クリスマスコンサートの会

場に入って'どんな演奏が始まるのか'とてもわくわくしていました｡そして'演奏者紹介の時にみんな県外の人ばかりでかなり遠くから来ているのにおどろきました｡演奏
(

が始まり､始めの曲の時に'はもっていてすごいなあと思いました｡フルートの四重奏で､瀬戸の花嫁'川の流れのように'アニメの曲などの曲をフルー

トでたった四人であんなにきれいにふいているので心がなごみました｡楽しいひとときとクリスマスイブイブになりました｡

また'このようなコンサート

があれば､ぜひ参加したいと思いますo
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製蓋~罫一
町家裏干家茶道部

陶　守　宗　兼

十一年春､十三年秋と過去二
回町家公園で茶会をさせていただきました｡その時参加してくださった方から｢町家公園っていいとこね｡またお茶会に招待してよoJ

こんな声が町外の方から聞こ
えてきました｡そこで昨年末鴨方墓千家茶道部の者が集い話し合い十四年は隔月に茶会をもつことを決めました｡

最初の二月に私が担当しまし

た｡この李は温かいもてなしが一番と思い簡茶碗で絞り茶巾の
故いの点前で楽しんでいただきました｡

町内の方をはじめ､岡山･倉

敷･笠岡･矢掛から約二百人の方が足を運んでくださり'なごやかな交流の輪が広がったことを大変嬉しく思っております｡

次に町家へはじめて来てくだ…

きった方の感想を紹介します｡
二月二十四日,鴨方町家公図…

で1日満喫｡

まず,園長さんの行き届いた…

...I.;7.:工∵1-;.･.....;.= -:I;.+.I.I.I
次に･おそうめん.おぜんざ…

いるのに感服｡い･甘酒と一過｡いただく｡ど…れもおいしく舌鼓o　さりげなく入れられた春の七草が語｡かけ叫てくれる｡

そしてお茶
席へ'福寿梅無量観道の福徳をたたえるお軸に席のテーマを想像する｡御本のお

/`州ー~`　　　　　　　　､

案内部　吉　川　弘　子

三月十一日､町家ボラン

ティア一行は'二台のバスに便乗して丹波篠山の研修に出かけた｡

ここは'『やすちぎの城下
町ささやま』　のとおり'篠山城跡'それをとりまく武家屋敷､古い町並み､城郭の役割をした寺院があり'

丹波の都と

.-.II.　　　して甘えた

町案スタッフ
活動の一コマ

往時がしのばれる'静かなたたずまいの町である｡

茶碗は今年の日韓共同サッカーの交流を意識されての亭主のもてなしであったろうか｡空間とその雰囲気が建物とマッチしている.また友だちと行きたいo町家公園が私を呼んでくれることであろう｡

ありがたいお便り､益々多く
の方に鴨方のシンボル町家公園を知っていただき'いつまでも発展し続ける町家であってほし

そのためにも茶道部一同も一
役担ってがんばりますo

観光案内

…は'ディスカバ-ささやま』

のボランティア'七十九歳

…だといわれる当地を愛し･

.[''.;:　.

…さ絹城跡大書院は,京都

;...=.i...''.川......

.;..;=･.. I..I....
…し復元されていて'槍の香｡'

青畳'豪華な障壁画はまば

…ゆいばかりで,特に上段の

間は､その時代の雰囲気が充分味わえるものとなっていた｡

外は､八百本もあるとい

う桜'苔むした石垣､水をたたえた外濠に目をみはる｡お徒士町周辺'茅ぶきの長屋門'土壁のある武家屋敷郡を散策し､商業の中心､河原町では､妻入商家が並ぶ通りを今も商いをしている店をのぞいたり'買物をして楽しむことができた｡

昼は'名産の黒豆'栗を

あしらった膳'猪汁に舌づつみをうち'親睦を深める時を過ごす｡

歴史に出あい､人のあた

たかさ'心のぬくもりを感じ'郷土を改めて見直す一目であった｡

畢叫出-1731

管理部　高　尾　義　勝

公園のユキヤナギが今を

盛りと可憐な白い花をつけ

ています｡

笠岡からのお客様が思わ

ず　｢きれい-｣　と'叫ばれました｡｢去年も､この白い花が満開の時に来て感激しましたC今年も美しい花に出会い'運がいいのね｣　本当に心から喜ばれましたo｢皆さん'いつもきれいに清掃し庭園の管理･花の手入れも大変でしょう｣｢いやー'花は時期が来れば自然に咲いてくれますから｣…｡
こうしてお客様との『対話』

が始まります｡育て方･せんてい･施肥･散水･除草と苦労話がはずみ'私達公園管理者も色々花の生育についての知恵を吸収するのです｡

町家公園にかかわってい

る私達が'ひそかな喜びを味わい'幸せを感じるひとときです｡

この伝統植物園は､日本
古来の万葉の時代から人々に愛され親しまれた草花の庭園ですC

四季折々に花が咲き'今

は　｢レンギョウ｣　が'七草園では　｢コオ二タビラコ　(揺とけのざ)｣　が一生懸命咲いています｡

是非､町家公園に足を

んでください-･
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町家塾(鴨山麿がい仏の前で)

何州W歯鴨方徒弟

和裁塾とキリスト教
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お正月飾りの一つ

として'町家公園でダンボ-ルを使って

塁板づく｡を行い瑠時期'十二月中旬
後日詳しく募集をしますので参加してください★着物､洋服の端切れ､結納

の時の飾り物､水引きなどとっておいて下さい｡

鴨方往来も中町に入り'四つ
辻の角に呉服屋'線香屋がありました｡

奈良屋という屋nu.の旧高戸家

新宅､本宅の前を通ると西町に入ります｡

旧垂戸家の前に和裁塾があり'
町内からたくさんの娘さん達が習いに来ておられました｡

その和裁塾の先生は､キリス
ト教の布教もされておられたようです｡私の姉が'近所の友達三人と夜､時々教会に出向いて教えを聞いているのを'母に知

られ､黒住教信者の母にものすごい見幕でたしなめられていたのを覚えています.

小学生だった私は､美人でと

っても優しい塾の先生にあこがれて'日曜学校に内緒で通いました｡賛美歌を歌って最後に　｢アーメン｣　とお祈りをし､お菓子をいただくのですo

西町には大工屋'箪笥屋'傘

屋等があり'鴨方藩御用達のおせんべい屋さん藤野屋さんへと続きます｡途中に駐在所があったり､今では想像もつかないような街並であったようです｡
このシリーズは今回でおわり

ます｡

｢鴨川べりにて｣

山　下　クリヨ

llll
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今年は花の季節が短く'町
家公園も緑したたる木々の中で､大小の鯉が元気よく泳いでいます｡

開園以来'三年半を迎え'

遠くは北海道からのお客様もあり'色々な地方の方が来られるようになりましたC
｢こんな素晴らしい公園を知

らなかっLrもっと宣伝したら.)という声も聞かれます｡

町家公園を初めて利用され
た方､新しい事業に参加され

た人々も､一度でこの公園のたたずまいのとりこになられたようです｡

歴史に囲まれた､心の和む

この美しい町家公園を､多くの人々に知っていただくため'｢かもがた町家だより｣　からの
発信もより良いものにしていきたいと思いますo

ご支援'ご協力をお願いい
たします｡

編集スタッフ　(石部･遠藤)
E3.1'

鴨方往来の手記をご掲載いた
だいた山下クリヨさんに心からお礼を申し上げます｡

あ元気で-･


