
ヽ''_　　　　　　　　　　ご一i

ヽヽ　　　　　　　　　　　　　　ノ′

Jl/- I
′→

-EI.　　　　　　　　　　L-.

1)

%<

＼ yi;I

′'平成16年3月(6号)

発行-宗吾諾芸幣;97_去…io324m3思量詣課詣諾54243㌢ ⅠE[呂≡喜≡:22:写337 E芸…呂…喜喜二三三業……



立冬もすればせ･は･琵ち江戸時代にあってさえ　｢五年

もすれば世は変わる｣という人が鴨方の近くにいた｡昔から｢十年はひと昔｣　という｡

町家公園の復元修復工事は総
事業費十億円余｡計画段階からは五年｡工事期間二年をかけて平成十年春に竣工し､その秋十月にオープンした｡思わざらめや光陰は矢の如し､早や五年の歳月が流れた｡

今の諸状況では最早同じ事業
は難しい｡やはり､五年もすれば世の中は変わるのか-｡

その間'町家公園の管理運営
は'町自慢のボランティア町家管理組合の方々の分業と協業により存在感あふれる活動が支えてきた｡そして'予想外に多くの人々が町家公園に足を運んでくださった.

血縁･地縁･旅人-いろいろ

鴨方町長　田　主　智　彦な立場の方々が建物に'木や花に'雰囲気に､においに'風に､陽の光に､鳥の声に-やすらぎ'憩い'思い出を呼び起こし'或いは感動されたに違いない｡

鴨方町は'県内町村に先駆け
て｢生涯学習のまち｣を宣言し'

｢ひとり一学習'一スポーツ'一ボランティア｣　のスローガンのもと事業を推進している｡

朝の十分間読書は小･中･高
校生は勿論､大人にも浸透していると思うLt　中高年の軽スポーツは県内の先頭にあり'ボランティアは二十団体が社会福祉協議会の強力応援団であるo

師走某日'上京の途中'藤吉
郎秀吉の天下人への出発点たる墨俣l夜城に登った｡現実には秀吉の神業的計略で二昼夜で築いた城だ｡

今は観光用に建てたものだが'
案内の安藤副館長の　｢あれが木曽の御岳ですよ｣　と指さす彼方に'冠雪の御岳がかすむ｡申年の藤吾郎の城に申年に噴火した木曽の御岳.そして'この城を
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築くきっかけとなった桶狭間の合戦も永禄三年の申年'符合が合いすぎて来年の申年はすごい年になるのか'神の啓示のようだ｡

墨俣の一夜城虻に今し立ち
造かに拝む木曽の御岳

わが町家を訪れる人々の中に
もインスピレーションを感じる方々がいるに違いない｡

日本は､どの地域も四季の巡
りの恵みと美しい自然があるo人々の生活が歴史と文化を積み上げて国を作った｡

外からの宗教や'文化も上手

に岨噴し､社会の規範や'公序良俗を作った｡そして折り目正しい社会ができた｡

日本人は故郷を持つo拠り所

としての心の故郷もある｡

鴨方の人々が故郷を思う時｢心
に浮かぶのは町家公園｣　と誇りにロにしていただけるような'そんな町家を目指したい｡管理組合の皆様のお力を借りながら

(平成十五年師走記す)

イ　旬61　　　メ　旬包　　　　イ　旬

彦倭谷汰
山陽学塵は岳期大学i
キャリアデザイン学科

｢かもがた町家公園の名
物は'二つの町家と､鴨方素麺｡｣　いやもう一つ肝心なものをお忘れではありませんか｡そう'町家を切り盛りしている'町家公園ボランティア活動です｡今'この活動が広く知られてきているのです｡

二〇〇二年九月十四日に'
備前市関谷の岡山県青少年教育センター関谷学校で'岡山県建築士会五十周年記念事業として開催された'

｢まちづくり国際屋台村in
関谷学校｣　に'我が町家公園ボランティアチームが招碑されました｡

まちづくり屋台村とは､

出展者が屋台の主(あるじ)になって､お客　(来場者)

と模擬紙幣｢ピオーネ｣を使って､まちづくりのアイディアを交換する'まちづくりの見本市です｡国際屋台村には､海外からは'中国'ベトナム'アメリカ､アルゼンチン'ブラジル'ベル-.ミクロネシアC　国内からは､東京'兵庫'島根､九州､そして地元岡山から.全部で二十の屋台が出展しました｡
｢かもがた町家公園ボランティア｣　はいつもの法被

に身を固めて登場'多くのお客さんが詰めかけ'一気にピオーネを獲得していきました｡

村長さんは'アメリカから来ていただいた'MIT

(マサチューセッツ工科大学)　の神田駿先生｡世界的
なまちづくりの専門家です｡かもがた町家公園屋台は､

｢単に町家だけの公園としてではなく'地域の公図と
して管理されている｡屋台としての発表･パフォーマ
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＼　　　　　･ 5K (環境､教育文化､健康福祉､経済､交通情報)推進
Q H4年3月　　議会観光開発特別委員会発足

･文化ソーン発案

町内でも特に史跡､文化財が多く残っている旧鴨方往来周
辺を文化ゾーンとして､調査研究する

H4年7月　　社会教育課発足

H4年12月　　文化ソーンとしての整備
･高戸家の敷地について歴史公園として整備する旨了承する

H5年3月　　高戸家実測調査
･雑木が生い茂る.足の置き場のないような状況で､長いもの(舵)

が出る間は調査に入れないというような逸話もある

H5年4月　　文化係発足
･歴史公園整備事業が具体的にスタート

H 5年7月　　観光開発特別委員会で文化ゾーン構想の原案を提示

I H5年8月　第1回文化ソーン会議開催

･メンJT-　東京芸術大学数持　　　　　　　　　　前野まさる

倉敷市文化財保護審議会童貞　　　池谷　俊彦

奈良県立相原考古学研究所研究員　北垣聴-郎
岡山県立博物館副館長　　　　　　　加原　耕作

元町史編纂執筆主幹　　　　　　　　故　岡本哲一

以下H6年3月･12月､ H7年8月･12月､ H8年3月　8月､

H9年12月(現場確認)に開催o　種々意見を得る

H5年9月　　台風､岡山県下に荒れくるう(道具倉外倒壊)

H6年1月　　高戸家の土地購入の方向となる

H6年2月　　土地取得については｢高戸家｣でなくr町家｣を顕彰する事が条件

H6年4月　　高戸家の土地購入
･建物､石､残存樹木等の寄付有(高戸両家来町)

H6年7月　　残存建物について緊急修理実施
･地元地区代表者と話し合い

町家1 (伝承館)の調査報告書完成　町家跡　史跡指定

H6年12月　　地元地区民との話し合い
･町民でも誰でも使えるものにしてほしい旨希望有

飽く-1一

昭H7年12月
/

新宅調査
町家復元等設計委託　歴史公園基本計画策定作業

活用推進のための地元住民懇談会発足

町文化ソーンを考える講演会
･ H8年12月､文化ゾーンを考えるシンポジュウム

地元住民､足守､早島の先進地視察

H8年2月　　地元住民との懇談会

H8年3月　　歴史公園基本計画完成
･歴史公園町家保存復元及び､関連工事着工I; 1 HB*,OB誓胃警雲集2選,3I3,%吉9年｡月…虹
pRパンフレツト作成

を/y H9年6月　仮称歴史公園名称公募

′1 . .ニー　　.. ..‥

･以下9月､ 10月､ 11月､ H10年2､ 3月同会開催

H 9年9月　　歴史公園町家保存復元及び関連工事竣工

H9年10月　　地元地区､町家見学会
･ H10年3月地元地区との話し合い会

H9年12月　歴史公園いきいき活用フォーラム(前野先生講演)
･名称決定｢かもがた町家公園｣

H10年3月　　旧高戸家住宅(伝承館)県の重要文化財に指定される
･第3期工事､駐車場整備工事竣工

H10年4へ′10月　臨時開放

1　H10年9月　ボランティア発足式(64名)

i　　　　　･前岡山県文化財審議委員､池谷泰彦氏講演
H10年10月22日　町家公園正式オープン

篠面前ゐ泰蕗東■ (幸歳テ奪う

細欄夢家事を二二二二二二二二二二二二二~~rr:二二∵"二▲W~MPW〈WW"W

町家復元を前に専門家の調査が続いた

歴史公囲いを活用フォーラムj

竿町で町で7-~町rF【~r｢

益面j rLJ7tl多く､毎春廃車岳方晴着あた

ンスが良かったo｣　とのことで'岡山県知事質を受照しました｡

ところが'これだけでは鴨方旋風は終わりませんで
した｡二〇〇二年の十月二十五日'岡山市のママカリフォーラム岡山で開催された『二〇〇三おかやま快適安心　｢住まい･まちづくり｣　屋台村』　(岡山県･岡山市等の諸団体が主宰)　においても'十八軒の屋台の中でまたまた売上高トップ､｢屋台村乾第l位｣を燕得しましたo

この屋台村二連勝は､町家公園ボランティアの活動
の頑張っている内容が'専門的にも高く評価され'一Ⅷ
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町家公団開国

五周年の患い

開園当初から係って来られた山本敏夫(前園長)さん､ボランティアの松田潤二郎(前組合長)さんにお話しを聞きました｡

◎県内で一番古い歴史的な町家
とそれに付随する広々とした公園を維持管理していくのに大変だった事は何でしょうかC司

この公園は建物を含め

六六〇〇Nm　(約二〇〇〇坪)ありますo　建物の構造や､施設･設備の内容･機能配置を知ることが一番でしたo　当初の六ケ月間は三～四名の者で維持管理にあたったので休むひまもありませんでした｡

また､当初から一～二年間

は風･雨･寒･署に伴い'いろいろな被害や'思わぬ事態が生じ'その対策と改善に苦心しました｡文化財の保護と施設の活用策'皆に親しまれる公園にするにはどうしたら良いかで頭がいっぱいでした｡

初代仁科組合長から引きつ
がれた松田さん大変だったでしよう｡醜｢-平成十年十月二十二日に開園Lt　私達ボランティア

(伝承館案内係)　は責任ある
仕事をするための勉強会をしたり､先進地の見学会'研修会を度々行ってきました｡

公図内の案内マニュアルの
検討会など'どうしたら皆さんが喜んでくれるか'見学者が理解してくれるかt l人一人が一生懸命努力してきましたo　いつも心のおもてなしを忘れることなく接客につとめ

餓塾ii-hて来たつもりです｡

今では'お礼の手紙も多々

あるようです｡

開園二年目からどうしても

来客数が減少します｡その対策として'イベントの開催'マスコミの活用などに努めてきましたが根本的な対策とはならなかったようですゥ　かえって.地道なpRによる効果､口こみで来園者が増えているようにも思います｡
◎それでは嬉しかったことは

潤,
来園者からいろいろ尋たり'あるいは先人の

知恵を教えてくださったりして勉強になったことo

園内で大きなムクロジの木

(この木の実は黒､大豆のよ
うな大きさで丸く堅い｡羽根

(突きの羽根を埋め込んだ黒い粒でいい昔がするo)を見つけた時'この堅く黒い木の実を使ってこれで昔からの子どもの正月遊びの羽根突きができると嬉しかった｡

ボランティアさんは皆､各
種の人材ぞろい｡こんな物を造ったらどうか､と思っていたら'直ぐ実現の運びとなることでした｡

ボランティアの皆さんそれ

ぞれが'町家公園のスタイル'雰囲気の醜成に大きな寄与をされていることですね-

Ⅶ潤.:･::[∵一=T‥
さったことo　歴史探訪のサンディウオーク'種々の茶会'琴の演奏､クリスマスコンサート等｡特に開園五周年記念行事の一つ｢町家まつり｣は'ボランティアが中心となって実施した手造りのイベントです｡子供神楽'わた菓子'昔の遊び'駄菓子屋等々'各コーナーは大繁盛でそのうえ､チンドン屋さんも肇を添えてくださって公園全体で終日秋を楽しみました｡

開園以来'来園者が一日と

しては最高の二〇〇〇人以上を記録しました｡嬉しかったですね-

◎それでは最後に､今後の抱負
や､町家に対する思いなどお話しください｡

町家のホームページが

洞よ川絹…f;

充実した内

容を皆さんにお見せすること｡各種メディアとの連携強化を図り'しっかりとピーアールをしていきたいと思います｡

活動としては､昔の生活用

具の製作'竹･ワラ細工等の実演活動｡しっかりした組織をつくって俳句･短歌等の投稿箱を設置し活用する｡季節行事の充実を図る｡伝統植物園の観察会を春･夏･秋三回実施できるように整備していきたいですね｡
PF. =･･･㌦..:I･=

りました｡お客様にもよく言われます｡

また'三月十五日'｢かも

がた町家郵便局｣が開局しました｡公園に携わる私達としては身近に感じます｡これから卜周年に向かい住民の方々が町家公園をますます身近に感じられるよう努力していきたいと思いますし､ボランティアの仲間が一人でも多くなることを願っていますo
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守,葦シ声部

周覇臥.年を迎えた
町家公園

なあ｣　と'言われます｡

平成卜年十月に町家公
園がオープンして五年｡人々の心を温め､優しい

かもがた町家公園の門を一歩
入ると､土の匂いと白壁の土蔵､優美な瓦屋根に目をうばわれ､

一瞬江戸時代へタイムスリップ
した気持ちになると思います｡

また､｢伝承館｣　へ来られた

方は､ほとんどの人が｢懐かし

いなあ'落ち着く､うちの古い家を思い出す

気持ちに誘うため'私達

案内係は'日々'説明する内容'話し方の勉強を人それぞれにしてきました｡

話すことが好きな人'知らな

い間に入館者と仲良くなる人'子どもによく解るように説明できる人と､千差万別ですo　歴史に強い人は鬼に金棒です｡相手の人によっても説明の仕方を考えねばなりません｡反対に色々教えていただくこともあります｡

案内係では､お互いに解らな

いことを話

感している今日です｡
また'私達の係に

は'イベントの企画という大きな仕事がありますQ

町家としても次の
ような行事をしています｡｢鴨方の歴史探訪ウォーク｣'七草がゆ､よもぎ団子の粉ひきに始まって団子作り､昔の道具の紹介･展示'クリスマスコンサート､羽子板づくり'国際屋台村への参加､水

し合ったり'歴史や建築について専門家の話を闘いたりする研修会を'年に二回程度開催してきました｡

台本どおり

の案内'オリジナルの案内'いずれにしても誠意を持って案内することが一番ということを痛

辺の遊びの開催'歴史に関係のある地への研修旅行等々｡

町家にふさわしい事業を企画
するのも楽しいけれど'｢こんな企画で良かったのかなあ､多くの人が来てくれるかなあ｣　と開催日までどきどきの毎日ですo

係の人の中には､それぞれ特
技を持っている人が多く'事業に必要な物品を創作したり'水鉄砲の用具'ろうそくを燃料として走る船を作ったり-0

また歴史ウオークの準備等は
現地に何度も行き確認をして打合せをする｡大変な作業です｡

このウオークの中ではボラン
ティア会員の作った農産物･工芸品などを安く販売する｢楽市｣

を開いています｡春と秋TRとの共催もある)年二回開催'歴史探訪と健康づくりの一石二鳥とも言えます｡
五年前'美しくよみがえった

県下で一番古い町家'鴨方藩の歴史とともにいつまでも息づいていくでしょう｡

私達の案内の中心である'県

の重要文化財｢伝承館｣　には当時の人のアイディア､知恵､工夫があちこちに見られ'現在でも充分使える匠･技が残っています｡
1兄の価値がありますo　是非

町家公園へおこしください｡
また､私達と一緒にボランテ

ィアに参加しませんか-･



や事の誕生

五年前'町家公園が開園の運
びになった時'多くの方からほっと一息休む場所がほしいという声が上がりました｡幸いにして交流館の土間が開放されることになり食堂が誕生いたしました｡

さっそくボランティアを募集
したところ応援者が次々に現われ'現在､約三十名が活動しています｡元'学校栄養士の方を中心に献立の工夫に試行錯誤を重ねました｡

みな'素人の私たちは'かけ

つゆ'だしの割合など正確さを心がけ'毎日入れかわるメンバーで味がちがうことがないよう細心の注意をはらっています｡

至宝当li

』郡.･i

決まるまで

江戸時代に建てられた大きな
家'わりと狭い土間の台所､さて'お出しする食べものは?困ったなあ｡何にしましょう｡

季節は夏'まず鴨方町の特産
はそうめん‥つどんo　でも'うどんはゆがく時間がかかりすぎる｡それにどこにでも店がある｡じゃ'やめよう｡その点'そうめんは手がるにゆがけるし､誰でもできる｡決まり｡

開園時はまさに食欲の秋｡何

でもおいしくいただけました｡季節は巡って冬､そうめんを温

★そうめんのおつゆがおいしいですね｡LLbに
か工夫がっ･･･

(しょう油･みりん･かつおのだし･砂糖沿
ど分量を正確にすることでしょうね｡)

★そうめんのおいしいのは､ゆでかげんなの
ですね･･･

(そうですね｡でも､そうめんは冷水で洗う
ほど'おいしくなりますよo)

★二人づれのお客さんが､ぜんざいとコーヒ
ーのおかわりをした.何故かと聞くと､相手があまりおいしそうに畠へるので､相手のメニューがほしくなったと大笑いでしたo

J　ケigルテレビの取材風景頚

めて出すことにしたら'これ又好評o

ボランティアの腕と知恵で訪
れるお客様の喜ばれる姿をエネルギーとして'ぜんざい､甘酒'コーヒ-と献立が決まってゆきましたC

Ⅶ頭臥年イベントや

JRウオーキング

●福山からのお客様の話
｢なにかここは落ち着

くのね､木の匂いでしょうか｡食事もそれに合った素朴なメニューが嬉しいですねご

は町家ソーメンに長い行列ができ'ぜんざいは三日がかりでたきあげたのに､二時間ほどで売り切れ､甘酒'コーヒーもよくでました｡



｢国恥植物との
出会い

管理部として町家公園入口に
足を踏み入れた時に目に映ったのが正面上方に白い花'赤紫色の花が､咲き乱れ'素晴らしいの印象を受けたのが町家公園との出会いでしたo

あれから五年余り､公園内外

の清掃'植物園の事大れと管理作業で｢白萩｣
｢宮城野萩｣　を知り'

日本古来からの草花名を色々覚えたり'万葉

時代の花と出会い､花にまつわる歴史､詩歌を知りました｡

秋風は涼しくなりぬ馬並めていざ野に行かな萩の花見に

(万葉集)

今を去ること一二〇〇年以前

の万乗人が自然と親しみ'深く結び付いた生活の色々を想像しながら萩の花に囲まれ'爽やかな秋風を頬に受けて花見をする風流な万葉人の姿を想像し　『萩園で､秋の花見でもしますか』
･∴等々｡それぞれの話が弾み'

賑やかに'楽しく雑草抜き､刈り込みと管理作業が進みます｡
これが管理部ボランティアの

活動です｡

艮嶺轟El ･･;刊　を訪ねて莞

噂項やヽせ

義

ある年'四月管

理部では'公園管理の参考と'より親睦を深めようと奈良万乗植物園を訪ねるべく'青春1 8切符で奈良に向かいました｡電車を乗り継ぎ'各ホームでは'声を掛け合い助け合い'駆け足で電車に移

動するなど正に青春そのものです｡
大阪からの快速電車はゆったり出来て

大和路の四方の風景'停車駅の史跡案内を見ながら'騒いでいるうちに奈良に着きました｡

春日野(奈良公園)　にある方恭植物園

に徒歩で'所々'古い町並みの三条通りを進み途中猿沢池､興福寺等々見学｡桜の花が今を盛りと咲き乱れ'奈良の都は

あをによし奈良の都は咲く花の

にはふが如く今盛りなり

(万葉集)

この詩歌そのものと感嘆しました｡

先ず春日大社に参拝'ここで見事な大

木のしだれ桜が満開で　｢素晴らしい｣　のひと声｡万葉植物園は中に入ると人里離れた様に静かで落ち着いて散策'山本前園長のガイドで池を中心に沢山の万葉植物の樹木'草花があり'四季折々に花が楽しめますとの事｡ゆったりと気持ち良く有意義な見学が出来ました｡
その中で『ムラサキ』が有り､標識説

明に『今では全国でも数少ない貴重な万葉植物です｡この根を染料に使う』を見て'ムラサキはかもがた町家公園にも育てていますと声を大にして叫びたい気持ちでした｡有意義な研修旅行のT日でした.I



◎茶道損当平竿二年三月ごろから本格的に
活動を始め･年毎全員で行うr町 家大茶会｣｢観月茶会｣｡隔月に,担 当者が変わって行う月釜など･いず れも盛会で･妾様より次のような
嘉をいただいています｡｢町家の

広い畳の間は,芋人もの人が席に 入れていいですね｡居のある広々
Iuした庭園にマッチしたす

◎琴担当
寓の敢#･建物の見学､隻を

誓っているといったすべてのお客
様に-本古来の琴の音色で郷愁にひたっていただく雰園等く｡に工夫をこらし,季節に合った選曲をして演奏をしています｡-奏が聴かれるレと,好評でとても熔しく思っています｡

少しでもTeたかさlTゆと｡l

..,,.‖引LLt〝翼t

れの集まりです｡

ばらしいお雷だ感心

簡単に紹介いたします｡

茶道･華道･琴･記録

(編集･写真)などのベ

テランが､それぞれの

立場で活躍してい

′~7,し｢rT t

雪れた夢で町家公園を後に

され看よう,時碑が許す限｡続けたいと篭っています-麓にも演奏の体験を楽しんでいただければと思って苛ます｡

ti辻pJ世.--. ｡].....･;･. ･･..･.. I. I..-
岡山の午後六時過ぎからのキピキビワイ品山へは･聾町家を軍産-れ強力-動となっています.

鴨亀外-などあらゆる方々の御協力を得て'少し

･編集

でもいいものをと,牛二回-よ｡-してお｡菩o

◎華道BLl当

犀より週-必ず伝承館･書館のお床･

食堂の卓上など町家の苗へ晶よく花を生け､二 .'･J････=･･ ･･･ =:- -:

写章

町家のイベントは無論のこと･町家
圃辺の風景壷などあらゆるものを抱

.",LO寺二･NHK
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靭担義挙蔓岩
散華建蚕桑等

六条院小叢⊥ハ年森本美学先日･私は毒に言われて
町嘗っ｡に参加しました｡私-, I-- I7　- ----_れたことがあ｡ます｡それは苦の様子を今にったえてくれるこ

..I-.]ヽ　1.

肌桶■TJAiVノノ　~の町家公園に興味を持っていたからです.

この日は･たくさんのイベン
トが慧されていましたoその妄f.P表私が炎しかったのはなかでl.摩利カメフープ昔の遊びです-ンつ｡去て五･こま回しなど今ではほとん

…..巨缶ハ∈き､

.壬　こ"JUILl.

ごしなくなった逸びを騒でき､昔にタイムスリップしたような感じがしました｡

-.-- --(. -. --_ I

過享-で喜した｡ありがとうございました｡

町家まつりに行って
六条院小学校六咋　片山実香子この間の土曜日に町家公園で

おまつりがありました.そのおまつりでわたしは'お琴の演そうをしました｡少しきん張したけれどだいたいうまくひけてよかったです｡

昼ぐらいからは'友達といっ

しょにそうめんを食べてから､うでずもう入会に出ました｡わたしは一回めの戦いは勝てたけど､その次の戦いで負けてしまいました｡くやしかったです｡

その後はウォークラリーを
して'かし投げをしました｡かし投げでは'おもち四個とおかし三個が取れました｡

おまつりは楽しく大満足し
ましたQ

町家まっりに行って

六条院小学校六年　花田　佳奈
この前'私は友達と町家公園に

遊びに行って'壷楽しかった事はウォークラリーです｡道をまちがえたりして大変だったけど'おもしろかったです｡

昔の遊びはけん玉やこま回しを
したけど･あまりした事がなかったのでむずかしかったです｡でも練習して何回か出来るようになった時は･とてもうれしかったですC

私はまたこのようなイベントが

あれば･すすんで参加したいです.こんな楽しいイベントを開いてくださってあ｡がとうございました｡

町家まつりで六度小学校六年山本明美土曜日'私は友達と町家公園
であそびました｡

ゎたあめが芋円で安かった

ので'美学ちゃんはいっぱいたべていました｡
昼になったので･そうめんを

食べましたC少しあたたかかったけど.おいしかったです.
かしなげで･若しを苦っ

ていると､澄さんとかすごいいきおいだったので･すこしこゎかったです｡でも･とってもたのしかったです｡

L

町家t種の会組合長

坂　本　寅　明

かもがた町家公園が開園し
て九五年が経ちました｡

当時は､県下巌古の町家と
伝統植物園のある歴史公園ということから､町内外のお客様が大勢来園されましたo

私が　｢かもがた町家管理組

合　(愛称七種の会)｣　の三代目組合長を引き受けた四年日の頃は'伝承館では､冬の寒い日'梅雨の時分には入館者が零人の日もあり'当番をしながら町家公園の将来を心配した時もあったものですo

こうした中､昨年の十一月一日､｢かもが

た町家公園｣開園五周年を記念した『町家まつり』を実施しました｡

七種の会員全員でアイディアを出して､実
行委員会で計画を練りました｡また'イペントには全員参加をモット-にしました｡

その結果'子どもたちを初め'二千人以上

という多くの方々にご参加いただき､『町家



町家まつりに行って
鴨方束小学校El年　吉川りゆうしん

十l月1日は'開園五周年町家ま

つりでした｡ぼくは'毎年町家まつりに行っているので'今年も町家公園のポスターを見てから'楽しみにしていました｡

町家まつりでは'昔の遊びや､手

作りおやつコーナー'それに大道芸などいろんなもよおし物がありました｡幼ち園の弟は特に　｢ぴんつり｣　が楽

しいと言って何回もちょう戦していました｡ぼくがt轟きょう味深かったのは'｢江戸の紙切り｣　です｡話しをしながらあっという間に七福神や龍やトラなどができました｡どの作品も本物そっくりに出来ていて感動しました｡ぼくは午前と午後の二回とも見ましたが'とてもおもしろかったです｡

町家まつりは'とても楽しかったし.
昔のこともよく分かってよく勉強になりました.来年も行きたいです｡

まつり』は大盛況でした｡
これは会員のアイディアと　｢やる気｣'そして町家に来て五

周年を楽しんでもらいたいというボランティア一人ひとりの｢強い気持ち｣　の現れではなかったのかと思います｡

鴨方町には多くの素晴らしいボランティア同体があります｡
町家公園は町から委託を受けた管理組合(七種の会)　により､四つの部を設け運営しています｡

四季を通じて公共施設を管理､運営するのは大変ですが､こ
れからも会員相互に提言を出し合い'ボランティア精神をもって魅力ある公園づくりに努めていきたいと思います｡

鴨方町のみなさん､是非ボランティアに参加してみてくださ

い｡年に一日でも体験ボランティアをして一緒に汗を流しましょう｡

私は鴨方が好きです-･

薗長　定　金　司　郎

岩を配した苔むす庭園‥これらが板塀と土塀に囲まれた二千坪の敷地に三五〇年

町家公園の正門を入る｡そよ風
がエノキの梢を揺らしている｡そこには江戸時代の仔まいがある｡白壁と式の屋敷が二様'土蔵が三棟'石囲いの井戸が四つ､古木と

の歴史を秘めて立ち並ぶ｡

格子戸をくぐり家の中に入る｡
薄暗くひんやりとする空気に柱時計の昔が響く｡そこには江戸時代の匂いがある｡踏み固められた土間黒光りのする太い栂の大黒柱'飽痕を残した登り梁の巨大な自然木･-質素で大胆な欄間からこぼれる光が草木の香り'土の匂いを運んで三間流れの座敷を揺する｡

庭園の高台にある四阿に登る｡

さわやかな風が頬を撫でる｡そこからは江戸時代の風景が見える｡天草公園付近にまで入り込んだ海'海岸沿いに里庄方面に細く延びる鴨方往来の小径'荷物を背負って行き来する人々'丘陵地に点在す

る村々'輝く海に浮かぶ寄島や大島の島々-おだやかで静かな光景が脳裏に拡がってくるo

かつての鴨方藩の中心地にあっ
たこの家は庄屋を務め'油や醤油商を営み､蒋主の宿泊や文人墨客の交流の場であったと聞くO　その頃'この地域の周辺に住む庶民もこの家と深く関わりながら暮らしていたにちがいない｡屋敷内を巡回Lt　静かに仔むとき江戸時代の庶民の生活に､私たちの遠い祖先に想いを馳せることができる｡

井戸の石組みの一カ所がくびれ

ている｡つるぺの綱が擦れた痕である｡水を汲むのは使用人や女中の仕事であっただろう｡冬の早朝の水仕事は冷たく辛かったに違いない｡でも陽が倉の白壁を照らしはじめる頃にはほっと一息ついたことだろうo

伝承館の店の間には､買い物の
付けを記した木簡が多数残されて

いるが'その中には未払いのものもある｡貧しくて一屑身の狭い思いをした人もいたのだろう｡お金の替わりに畑でとれた野菜を届けたのかも知れない｡

店の間の道に面した格子戸は取
り外しができる｡正月や祭りには格子戸をはずして'道行く人に振る舞いをしたという｡精一杯の晴れ着をつけて'近くの村々からやってきた親子連れや村人衆がにこやかに集う姿が目に浮かぶ｡貧しくとも心豊かで幸せな生活をしていたのではないかと想うとほっとする｡

町家の屋根から降りてくる涼風
が頬を撫でるとき､倉の白壁に木々の枝が映るとき､縁側や畳に映る陽がかすかに揺れるとき.七輪が白い煙を出すとき-そんな光景に出会うときになにか遠い祖先に出会ったような郷愁が身を包み'気が遠くなるような懐かしさに胸が

締め付けられ'心の安らぐ1瞬を感じることがある｡

公園を訪れる人たちの会話に｢懐
かしい｣　｢心が落ち着く｣　という言葉をよく耳にするo　江戸時代の生活様式はほぼ変わらないで昭和三十年代まで続いていた｡年輩の方は､この町家と同じような家の造りや調度品の中で実際に生晒してきた｡一方'私達の体のどこかには遠い祖先の体験も記録されているはずである｡人は実体験に加えて､落ち着いた環境の中に身を置いたときによみがえる祖先に出会ったとき'心底からの懐かしさと安らぎを覚え'生きる力が沸いてくるのではないかと思う｡

町家公開が偉人の遺した歴史を
学び･先人の生活に触れる場であると同時に'訪れる人が静かに空想Lt　祖先と出会い､心を癒し'明日への活力を醜成する場であって欲しいと願っている｡
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が｢かもがた町家郵便局｣
に変更になりました｡情報･

安心･交流の拠点として地

域の皆様に亘献できるもの
と確信しています｡

テーマ　園の登録文化財の丸本酒造等､春の鴨方

路を訪ねよう

と　き　平成16年5月15日(土) 9時から

集　合　鴨方町民会館前

コース　鴨方町民会館→鴨方西小(休憩)一木ノ元ゆるぎ

(延命)地蔵一丸本酒造(樵) →床上勝清五輪塔→

上名□古墳→鴨山→町家公園

定　員　60人

参加費100円(保険料､当日集金)

持参品　弁当･水筒など

申　込　5月8日(土)までに､

町教育委員会へ(電話可)

l A A A
t@豊亀石走る垂水の上のさわらびの

萌え出づる春になりにけるかも

(万葉集)

今年は何となく波乱を含んだ年の
幕開けでしたが'自然は少し早めの春を着実に迎えています｡

町家公園がオープンして五年余'
管理者及びボランティアの皆様方の努力により､日々､町家の存在が大きく位置づけられて来たように思います｡それにつけても町家周辺の皆

様方のご協力も忘れてはならないと感謝しています｡
町家だより　(記念号)　を作成する

にあたって'多くの方から大変だったこと､嬉しかったこと､提言などをいただきました｡

自分達が思う以上に'町家を愛し

てくださっている方がいらっしゃると再認識しました｡

江戸の香りを'心やすらぐ町づく

りの一端として'皆様に届けるこの大切な記念号の編集をさせていただき'ありがたく思っています｡この号が少しでも今後の　｢町家づくり｣の推進に役立てば幸いです｡

編集スタッフ　(石部･遠藤)


