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置想｣鴨方蔓化を全国㌦感発信する場づくりを-

(社)奈良まちづくりセンター

副理事長　藤　野　正　文

五年ぶりに鴨方を訪れた｡お
話しを聞き'様々な活動が息づいていることに感動を覚えた｡

町の人々の生き生きとした顔
が目に浮かぶ｡

つくづく､まちづくりとは'
永遠につづく実践活動と思う｡様々な試行錯誤はあるかもしれないけれど､鴨方の持つ生活文化を土台に'新たな豊かな文化ライフスタイル､価値観を創造し'それを日本全国に更に世界に発信出来ないかとも思う｡

私のかかわっている社団法人
奈良まちづくりセンターは'｢奈良町物語館｣　を奈良の持つ伝統的な生活文化を継承すると共に､新たな奈良の物語を造り上げてゆくことを目的に'様々な市民活動(まちづくり)　の拠点として運営している｡

小さな市民の集まりではある
が'多才な人が集い'日本のまちづくりをリードするという志は高く､グローバルに考え､ロ

-カルに地道に活動を続けている｡現在は､交流･発信･協働を行動のキーワードにしている｡運営する　｢奈良町物語鰭｣　は･様々な多彩な人'様々な年代

の人々　(特に若者)　が交流する場

こ｣れまでの伝統的生活文化の

価値と共に'新たな価値観を発信する場

･様々なグループ'志がある人々

が共に新しい活動を始める協働の場
そんな　｢場づくりの建物｣と

することを心がけている｡
｢かもがた町家公園も自ら様々

な事業を推進することはもちろん重要だが､様々な文化活動･市･町民活動･NPO活動を支援する'コーディネートする'そんな機能がさらに求められているように思う｡

鴨方におかれても'大きな｢ゆ

め｣　と'ゆめを実現するために活動する　｢ゆうき｣とグローバルに考える｢ゆとり｣をもって'
｢かもがた町家公国が次の世代

世紀に引き継がれるよう'括鞄運営されるよう､ささやかではあるが高戸家ゆかりの奈良の地から願っている｡

なTJくさのかい

かもがた町家管理絹合(t:種の会)

組合長　坂　本　寅　明

芯.夢｡

(社)奈良まちづくりセンターが発行する
情報誌｢地域創造｣

定年退職後は何か趣味をし
て第二の人生を送ろうと考えました｡大食無芸の私には何の取り柄もありませんでした｡

定年二年前から　『拓本』　に
興味を持ちはじめました｡最初は参考書を片手に我流で取り掛かり失敗の連続でした｡

｢これでは駄目だ｣　と感じ'拓
本界の大御所奈良市の内田弘慈先生の門を叩きました｡それから十年『拓本』が少しずつ解るようになり.世間でも理解者が増えてきました｡

こんな時､かもがた町家管
理組合　(七種の会)　の組合長をと言う話が持ちあがってき

(

ました.不器用な私は､1つの事(趣味)　で頭が一杯です｡人の世話など､到底できる状態ではありませんでした｡
しかし'｢町家公園のガイド

として週一回程度参加しているんだから'何とかなるんじゃあないの｡｣　と言う応援団の声に励まされて'引き受けることになりました｡

ボランティアとは何か?よ

く理解できないままの組合長です｡引き受けた以上は'やるしかありません｡自分流で行きます｡ロと顔は悪いが'馬鹿正直です｡
かもがた町家公園が文化の

発信拠点として'今年の秋で九五年を迎えようとしています｡

上手な挨拶は出来ません｡
みんなの手助けが少しでもできればと思います｡皆様のご協力をお願いします｡



(

鴨方町文化曇芯俳句部ulK　佐　藤　宗　夫

昔より多くのロマンに彩られ'
関西の文化人で賑わった歴史の舞台が､町民のふれあいの場｢かもがた町家公園｣　としてオープンLt　四年が経過しました｡

この辺りは'江戸時代岡山薄
の支繭'鴨方藩の中心だったところで'文化はもとより政治･経済の中心であり'町家公園を拠点として史跡を散策することができます｡

鴨方俳壇グループでは'年に
r..=:.

三回程度の句会を園内の交流館で行っていますが､四季折々の変化があり詩情豊かな作品が出来上がる等'楽しみだという声が大半ですo

兼風を　旬座に呼び込む

江戸格子-

宗生

また'私が主幹となった大き
な句会は､岡山県俳人協会吟行親睦句会｡浅口郡俳句大会を二回｡さらに今年は矢掛町との交流俳句大会を催し､矢掛より二十名を超えるご参加を賜り'静粛ながら交流館は盛り上がりました｡

俳句仲間には'園内はもとよ

り'隣接の神社仏閣や鴨山の磨崖仏を含めた史跡の数々は'詩片の収集にこと欠かず散策には打ってつけと'町外から訪れた俳人よりの称賛の言葉が絶えません｡庭園はいつも､清掃･整備され､四季折々の花々が詩心をくすぐる｡江戸期のままの建物が樹木にマッチし､爽やかな気分に浸れます｡

平成十四年九月十四日｡｢ま

ちづくり国際屋台村｣　が'備前市の岡山県青少年教育センター関谷学校で開催されました｡
これは岡山県建築士会の創立

五十周年記念国際交流セミナ-の一環で､かもがた町家公園ではお馴染みの'渋谷俊彦先生からの呼掛けで参加できました｡
当日十時過ぎに'秋田'畑田､

坂本の三名で台車に山盛りの商品　(書籍類)　を椛んで現地に到着しました｡

ル角の屋台を二ト四店舗が設置されるようになっていました｡

早速屋台の設置に取り掛かり

ました｡机の上には記録集･花の本･町家だより･絵はがきなどを並べました｡かもがた町家ののぼりは二階から垂らし

軸)鴨Jl140

ました｡町家のハッピを着て準備完了です｡

昼食をすませて会場へ来てみ
ると三百の椅子席は満員で立見が出ていましたo

屋台村の開村前に建築界の第

会場は体育
館で'中央に三百名の椅子席が設けられその周囲に一区画二メート

末書づくり参加記

l商品買上毎にソーメンバチの進呈を目玉にしました｡予想は的中､開店後7時間は三人と

もに､てんてこ舞い

国際屋台村
坂本寅明

の忙しさでした｡

十七時三十分'屋
台は閉店｡帰り仕度をしていると'売上額が二位なので'質に入るかも知れないので残っていてくだ

一戦で活躍中の槙文彦先生と神田駿先生の基調対談が行われました｡聴衆は建築関係者と建築関係の学生が主でした｡

屋台村は十五時の開村で
すが'かもがた町家公園の商品のよさで開店前から予約客が殺到しました｡

屋台村は受付で配布され
る銀行券で買物ができ'その売上額で成紙が決まります｡

オープニングの後'各屋
台の店主による三十秒間で

さいと'スタッフからの連絡がきました｡

懇親会の予約はしていなかっ
たが'急きょ出席することとなりました｡瓢箪から駒で今日の成紙は'売上額､商品､店舗､接客などの総合で三位の岡山県知事賞に決定しました｡

県知事との握手'受賞のイン
タービューと予想外の出来事に食事も喉を通りませんでした｡

これも'かもがた町家公園の
皆さんの普段の努力の結果だと強く感じながら帰途につきましたo



～

花樹く会員相互の

交発会
兵団地文化交流会

平苧四票月九日から十吉事の-､兵団要化交萱
は､,芽の撃作--しました.IJの町家公園での 芸は今年で三回目で､多く刀与]"xvtノ訂.

票会は今年で三-苦の方々に楽しんでいただいてお｡ます｡

.j'イ占厘■刀蓋遷しました｡IJの町家公園での

私達の誉苧六軒程の小さ-すが､-蒼､絵
画妻木彫｡･ひょうたん等色々-人か集ま｡､団地内およ び会員相互の交変目的とした集ま｡です｡
町家公警団地の公民館で年--催してお｡ますか､ 亨の貰IJ苧-びと､励まし芸礼の"FlD葉-また来
年吉展苦ろうと､新た--DWb&作に野頼んでお｡
--　-..I --_ --...A._

室年目から利用させてMlnつて
一∴　∴

軌月茶会

六条院西北　殿　登美子

九月二十石打家のお昆会に出かけました｡
初めの内墜憎と,空にはうす墨のように雲震

竺てとて宅お月見のようで墓｡ませんでした｡でも町家の芝生箕しく手入れされていて､
そこで琴の墓を讐暮ら,茶道郡の皆様の心雪｣めたお茶を頂きました｡

心優雅に町家の中を警して楽しみました｡,
するとまき私達を歓讐-うに雲の問からお月様が壷蔓せてくれました｡秋喜tn盛｡の満月とまではいきませんでしたが､雲間から出た

後志願いしようと雪ています｡

町雲園籍あいの館は､
小諾活動の票会場として室局の藷が整ってお｡､町内での文化活動であれば,

賃料若宮うですo各
種文化活動k)されてい量さん､町警花震かせましょぅ｡町家公翠16,多..くの皆さんの利用言って＼

クリスマスコンサート

かえで｢楓｣葦四重奏団ヴィオラ竃

西　村　百　合

ぉられN?そJnです.

お月様は､すぼらしい眺めでした｡雪雲お月様と隻違い､とて嘉敵麓でした｡
皆様どうも有琴っございましたo心安

らかにはり帰途につきました｡

この度､町家公雫弦楽窒奏嘉奏させて誓
あ｡誓っございました-頃ステージ上での演奏

空である中,今回のようにお客様と同じ白線上で
演奏させて頂いた事は､私達にとって宅とて昌重

猛撃苛,星雲晴間とは｡ました｡アット
ホ上蓋かい雰賢の中で演奏でき･皆警l緒に書警楽しuLJと等きたよう隻がします.機会があればまた是非演奏させて讐たいです｡本当にありがとうございました.



岡山市佐　藤　恭　子

老〈書　男　女f

･1

晴明を顕彰する

公国の完成を

たわわに実写けた柿の木霊ちこちに鬼蕃InJ足裏

にあったかい漕葉のつ吉った山道を誓ました.深ま｡ゆ く秋を肌で感じ券らのウオークです｡
大原焼･大原古墳苧霊山寺･麿崖仏至講を聞きな

がら見学｡

へご参加あ

衰しみにしていた｢か喜た町家公園｣に到着妄

入れの行き届いた庭芳迎えてくれました｡富近い管理
讐員の方々の活動によ-のと誓､町の人達の史跡､
文化財芙切にされ居を知｡ました･甘,ge苦で崖 の芯からあたたま｡,とて嘉いしかったですo
交流&ll階の郷壷料室で､富の浮田雷雲雪
かしい苦の貰とのであいがあ｡ました｡係の方に嘉を 確かめた私-く｡しました｡それは私の祖母の墓の ものだったのですo小学校にあが妻で浮田家で雪して いた私は'票されてい孟々の中に祖母が使っていた思 いjjのtDのがあったからです｡

特に雪かしかったの--誓編んだの差し竺
ルでく5くN7)LHIE,TFn.17.)んでく-書で回し-平らにす嘉異です｡名前望心れJt

~'"...'占nLiJプく編人定bl挙差し込㌦

ましたが､私宅幼い頃手伝ったことがあ｡､亡き祖母のやさしい顔が急によみがぇってきて胸が蒜にな｡ました｡

蒜に参加した八歳の孫

娘喜署まで元気に歩くlJとができました｡鴨方の皆さまのあたたかい心にふれた一日でした｡山門へ梼く石段冬紅葉山寺の芳書;章L iJ冬めくし歴史探雷古墳道. T

羽子板作りに参.fsして

妄院西西原警･裕行

1.A rb:彬mJn机-糾sE;揃ipam :i ESJ nnG nPw VSimdMo eJv b棚T･弼

L′ユ/__しこまとて旨-ん｡細かい作業に撃で悪

.nyJ[.Jずつ巳痔は

一.丁■一一ご一一-

-=二一il歪一二てI1-

タンボールにはとて宅uulヌヨt′手｡

警闘し､先生方のご指導-,作品荘1芝晴は
本当にうれしく思いましたD材料-して家庭にある物も利用出来-これ-でよい体-せてい吾たと思っております｡

先生の｢学嘉にちょっとリサイクルについて考えて

u〕,.,I.菟つこおります｡(範子)

苧下さいlとの-印象に残ってお｡ますD雪先生の一招てプ看1..はじめて､きい-たとき,｢大きくてスヲ竺お篭んといっし-って-はった｡､篭
と患いました｡

.､1＼＼Uごノ巳｡かざりひもはJJすか

井原古文書サークル　代表　横　溝　嘉一

山陽新聞の笠岡､井原圏版の陰陽師｢暗明を追う｣が白
に入った｡｢新聞見た　｣｢見た､見た｣｡アクティブライフ井原｢まなびめいと｣古文書サークルでは､毎年解読した処をたずねる旅をしている｡

今年度は､｢吉備物語｣の読下をしていた関係で｢安倍暗
明､芦屋遭満探訪とか己がた町家公園見学｣の十一月実施を早くから決めていた｡今は晴明ブームにWなっているo

十一月十九日､マイクロバスで総勢十二名'井原を出発

した｡金光町｢晴明霊墳｣､そこから道満池の坊主岩へ'｢分かり難いから　｣と塚のそばの赤沢t美さんが案内してくださる｡落ち葉で滑りそうな坂道'そして｢道満の墓｣へ｡
｢町家公園｣へは予定時間を随分遅れて到着したがJ園長

さんはじめ､随分待ってくださったことと､申し訳ない気持ちで一杯だった｡

早速､町家公園'宮の石橋､鴨神社､西山拙斎の墓碑ま
で詳しく案内してくださった｡

星食をとってから阿部山へ向かう｡｢行かれたことがない

のなら｣と園長さんが最後まで案内してくださる.｢暗明大権現･阿部神社｣から､矢掛分の｢安倍晴明之碑｣は近く

しくて､ぜんぜん等ぺ

貧ったので､先生にや
って宅らいました｡

できた竺いたは'｢き
れいで､とってもかわいい空とぼく亀いまし

た｡ま罷ってみた

Ll　いで

へ行って毛分からない場所だった｡晴明伝説の跡を満喫して阿部山の紅葉を楽しみながら､林道を矢掛町へ向かった｡

現在､鴨方･矢掛
両町で検討されている｢晴明を顕彰する公園｣の完成を祈って止まないo



町家公Egの研修レポート

国際交流員　謝　　慧

私は町家公園で研修し'鴨方
町の文化や歴史について更に理解することができました｡

町家公園の運営は主にボラン
ティアで支えられ'町民が積極的に運営に参加していますC

研修の時'先生方の昔話の発
表会が行われていましたので見学しましたo

私も仲間入りさせてもらい'
中国からの研修員として'中国の昔話を紹介したり.交流するなど良い勉強になりました｡

私はスタッフの皆さんの手伝

いをしながら素麺の作り方も習いました｡

皆さんは'来園者に対してい

つも二コニコしてすごく親切です.その落ち着いた劣囲気の中で､来園者はきっと喜ぶことでしょう｡

町家公園では､よくお茶会や

コンサートなどのイベントが行われ'町民にとって視野を広げることができ'心も豊かになり'生涯学習の良い場所でもあり'本当の　｢町民の家｣　でもあります｡

お世話になった山本園長をは
じめボランティアの皆様に感謝と敬意を表します｡

ありがとうございました｡

(

～紙芝居｢桃太郎｣を町家で披露～

鴨方中学校　3年　　よし　え

横　山　由　衣

私は夏休みから､私が小さい

頃からよく知っている風の子というボランティアに参加しました｡

私たち中学生は夏休みに大型
紙芝居を作りました｡それは小さい子からお年寄りまで誰もが知っている　｢桃太郎｣　の紙芝居です｡私たちは絵の具できれいに塗りましたo

そしてその大型紙芝居を十二
月に町家公園でたくさんのお客さんの前で披露しました｡思ったより紙芝居の場面を変えることや運ぶことが重たくて難しかったです｡

いつも私は'風の子を観る側
だったけれど逆に演じる側になってみて､ボランティアの大変さや大切さ､楽しさを知ることができました｡私はこの風の子のボランティアに参加してとてもよい経験になりました｡

お世話になった風の子の皆さ
ん､本当にありがとう

･:;:l'周東

かtL)がた町家公園

園長　山　本　敏　夫

☆ボケ
古名もけ　木瓜(バラ榊)中国原産で､平安時代に

渡来したと言われる落葉低木o　二TE]月に葉に先立って花をつけるo　果実は香りがよいのでカリンと同様に砂糖煮や果実酒に使われ､せき止めの薬になる｡｢



聾コ製叫凧町称号

山　口　浜　子

(

たと思われる讃甘神社､武蔵資料館などの案内をして

七月十五日'いつも分かれて
働く町家公園スタッフも二台のバスに乗りなごやかに出発｡

愛称｢マッちゃん｣　の　｢皆な､

今日はベッピンになって｣　のひと言で大爆笑｡この笑いでますます親睦も深まり.いつの間にか大原町に着いた｡

そこには'剣豪武蔵に扮した
町の職員の方が袴姿で剣を持って出迎え案内して下さった｡現在'人が住んでおられる武蔵の生家跡､なごりの樹木や池'生誕地の碑､剣の構想を練ってい

いただいた簡

武蔵と小次郎の巌流島の決闘の寸劇を見せて下さった｡この武蔵は町職員の剣持さんで､武蔵が好きで惚れこみメーキャップをして武蔵になりきって汗だくの演技､しぶしぶと小次郎役をやらされているこれ又職員の若

っとりとした情緒が漂う町を満喫｡又買物や､ティータイムも楽しみ佐用町平福を後にしたo
今日は'武蔵に出会い時代の

きびしさ'武蔵の剣と芸のすぼらしさ､武蔵を愛する人の心にうたれたC

私達も町家をたずねて下さる
人に､町のすぼらしい所や'人を'心にのこる案内や'もてなしを大切にしたいと思ったo

I☆アセビ
万葉名　あしび　馬酔木(ツツジ科)

機影の　見ゆる池水　照るまでに

あL一ソ

咲ける馬酔木の　散らまく惜しも

者'二人のやり取りがとてもおもしろく私達を剣豪武蔵の時代にタイムスリップさせた｡

町家スタッフ

温軌のi.コマ

資料雫は'武蔵は剣だ州

_ ･･･_ -:･･ ･i‥.∴　二工.

∵...工.

勢威製甜矧〕

虫　明　知恵子

をぬくのも手にもつのも経験のない私たちをはげまされました｡みなおそるおそる､しかし真剣に取り組みまLLPLかLt　今は落ち着いて出来たとしても､い

万葉葉巻二〇　甘南備伊香
山地に生える常緑の低木で､

町内の山に看見られる.馬などが畠へると酔ったようになるといわれる有毒植物であるが､古くから人々に愛されてきたもので､三～E]月にスズランのような白い花が枝先からたれていっぱい咲く｡

私たちは員重な文化財を誇り
に思うと同時に町民として大切なものを灰に帰さない努力を惜しんではならないと思った研修でした｡

感じたo

昼食は'五輪坊で楽しく

いただき交流も深め､バスは宮本武蔵決闘の地､平福へと出発｡

宿場町｢ひらふく道の駅｣

で下車'ガイドマップを手に自由散策｡それぞれに分かれ本陣跡'牢屋敷跡など旧因幡街道をひと回り､し

一月二十二日､今日の研修の
メインは火事に対する心構え｡

消防署の方のお話しとビデオ
視聴のあといよいよ消火訓練です｡

油に火をうつすとまたたく間

に燃え上がり'勢いが強くなった上に消火器の粉を注ぎました｡とかく火の上にかけようとする私たちに　｢はのおの上にかけようとするな'火の元をねらってかけよ｡｣　とアドバイスo　ピン

ざ本番にでくわした時は'

あわてふためき消火器のありかもわからない状態に落ち入りやすいのではないかと思います｡

今日の研修で　｢日頃から火に
対する畏敬の念をもつこと｣　｢消火に対する手だてをいつも持つ｣究極は　｢火を出さないこと｣　を心に習いました.

それにしても'この町家を三
百五十年以上守り続けてこられた'高戸家'また周辺の方々の御苦労を思います｡



二k･-二や

鷹野畠煎由
(81じのやせんへい)

鴨方の藤野屋煎餅は､奥島家の初代平三郎(元治

元年没･75歳)が始め､二代平三郎(初名貞助)

が後を継ぎその製法を伝えたo

原料としての砂矧ま､ ｢玉黒｣を用いたから煎餅

の色が茶色で､徐々に焼き湿らないのか特徴であっ

たo

藤野屋家紋の｢三枚笹の切り竹｣を商標とし煎餅

に焼き付けたo　鴨方藩主池田信濃守の御用となり池

田家の釘買きの紋を入れ､煎餅御用講｢御用　明治

二年三月朔日｣と書いた看板を掲げることを許され､

今に伝えて地元鴨方の奥烏悟氏が所蔵している｡

いつ己4､ 5人焼き通しであったが､士が早く買

おうとして先を争い,士の問に喧嘩を起こしたほど

であったD　乗は岡山の家中に売れへ　お使い物として

遠方まで行き､明治頃までほお看経､お大師様の接

待といえば多くは藤野屋の煎餅であった｡

『鴨方町誌』 (昭和30年3月31日発行)より

煎餅焼器や藩札(奥畠雄-氏寄贈)なとを展示

T@齢卸執町家公園も､早や開園五周
年を迎えようとしています｡

五年という歳月は､園内の

たたずまいに風格をもたらし'組合スタッフの皆様も軌道に乗り､ベテランらしく生き生きと活動されています｡

町家だよりで'行事の一部

を紹介させていただいておりますが'男女､年齢を問わず､さまざまな方法で､町家や公

園を利用されての行事は'草創時の目的である出会い'学ぶ'遊ぶ､憩うが､自然な形で楽しく果たされ'順調な発展を見ることができます｡
これも'ひとえに皆様のお

力添えと心から感謝いたしております｡

いつのほどにか'これらが

歴史の一頁となっていくのかと感慨一入のものがあります｡

更なる温かいご支援､ご協
力をお願い申し上げます｡

編集スタッフ　(遠藤･石部)

責程真EEが日本に伝わってきたのは明治4年のころで､農家の

生活を安定させる副業として､岡山県では明治期に高梁で始まり､

その後､県南の浅口郡を中心に隆盛をきわめました｡

麦程真田とは麦わらで組んだ紐のことで､特に､カンカン帽や

童わら帽子の材料として使われていました｡童程とは､麦の実を

取ったあとの麦わらをさらし小屋でさらしてから､その後ハサミ

で摘んで袴を取り去ったものです｡

この地域の妻得真田の材料には裸重か使われ､特に伸びがよく

てシミが少なく白<透き通った矢筈(品種の一種)が真田に適し

ていたといわれています｡

農家の人たちにより三平.四菱.五菱などに組まれた妻得票Efl

は､仲買人によって集められ､検査を経て問屋から神戸の卸商に

運ばれ､はるばるアメリカやイギリスに輸出されていきました｡

明治の終わりから昭和の初めごろまでの最盛期には､老若男女

を問わず-豪総出で毎晩夜なべをしていたといわれ､他県から組

み手という若い働き手を雇う家宅ありました｡

また､当時は学校の放課後に麦搾真EBの講習毛あり､子ど宅も

学校から帰ればみんな真EBを組んでいました｡

日本の重要産業である麦拝具EEHま､この地方の人々の生活を支

えてきたことはもとより､貧しくて吉みな勤勉で､家族全員に団

結力を与え､地域に活気をつくり上げてきました｡

歴史探訪豆も=寺牽垂嘩運勢
テーマ｢安倍晴明の史跡から鴨方の古道を訪ねて｣

と　き　5月10日(土)9時から15時30分

集　合　9時　鴨方駅(雨天中止)

コース　鴨方駅～(バス移動)～天文台-竹林寺跡-

阿部山(安倍晴明ゆかりの地(碑や神社)ヰヤンプ場など)-

昼食-杉谷(西山拙斎ゆかりの滑石の石文) -

鴨山一町家公園-鴨方駅

定　員　80人(町外の方参加可)

参加費100円(保険料/当日集金)

もってくるもの　弁当･水筒など

申し込み　4月26日(土)までに､

町教育委員会にo電話可　℡4417001


