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▲田主町長.田口議長とともに｢クスノキ｣を

植樹される池田厚子さんo

平成17年3月(7号)

池田厚子さん重野
3月31日､鴨方町･六条院町合併50周年記念植樹式が､

池田家の池EB厚子さんをお招きし､行われました｡

発行･編集　かもがた町家管理組合/ 〒719-0243岡山県浅口郡鴨方町大字鴨方240 /TEL 0865-45-8040 FAX 0865-44-6089

(所管)鴨方町教育委員会(社会教育課)

鴨方町ホームページアドレス　http:〝www.town.kamogata.okayama.Jp/



江戸へ百八十二里｢かもがた
町家公図｣　は'開園して既に六年目に入っています｡開園当時には　｢この建物(伝承館)　は今から三五〇年ぐらい前の江戸初期のもので･･二　と､説明していたが､今では　｢この建物は今から約三六〇年くらい前の-･｣と案内の内容も変えなければならなくなりました｡こんなところにも時代の流れを感じます｡

来園者も年々
増えて､平成十五年度には二万三千名の方が訪れました.また文化交流施設の利用も多種にわたり　｢交流館｣では町家公園での第一号の結婚披露宴に利用し

ていただきました｡また各種会議'研修'舞踊会'その他集会等にご利用いただいております｡
｢ふれあいの館｣　では'グルー

プで作った作品､個性あふれた作品､各種作品の発表の場として多くの方々に利用されています｡

町家公園では､文化の発信基
地として'いろいろなイベント､行事等を企画しております｡今､

｢

何が催されているか?　今頃の町家公園の様子はどうなのか?
町家公園前(駐車場入口)　に

大きな行事予定の掲示板があります.ここには､今の公園内の植物'野鳥の様子'四季の写真と共に掲示してあります｡また1R鴨方駅の待合室､町家郵便局(旧本町郵便局)　にも町家公園のコーナーがあります.ホームページも立ち上げて､ひと月毎の写真も入れ換えていますo是非一度開いてご覧下さい｡

今年は国体が岡山県で開催さ
れ'鴨方町では　｢成年男子バスケットボール競技｣　が行われ'全国から多くの方々が来町されるでしょう｡町家公園にもぜひ訪れていただき'閑静で豊かな｢歴史公園｣　を散策していただいたり'素朴な手延素麺の料理を味わってもらい'｢町家公園｣の素晴らしさを少しでも感じてほしいと願っています｡そして'多くの方々に鴨方の土産話をしていただけるよう公園スタッフl同頑張りたいと思いますC

木々も芽吹いて参りました｡

七草園の植物も元気に芽を出しています｡皆さん気軽に町家公園に立ち寄ってください｡そしてタイムスリップした時代の流れに触れてみてください｡

☆町家のさくら

ぎじょ　砥女

(バラ榊)

正面入口伝承館側の塀の
内にある､遅咲き半八重の桜｡以前からこの家に植えられていた吉ので'花期は四月中･下旬.花に蜜が多く､満開時には蜜蜂が群がる特徴がある.

かもがた町家管理組合

相談役　山　本　敏　夫☆ボタン
古名　ふかみぐさ

(ボタン科)

中国では､初め木苛薬､

それから牡丹と言われ､後に百花の王として花王と呼

ばれていた｡平安時代の

渡来o花は最近五月
の連休前に盛りとなる年が多い｡遊歩道に沿って八十株ほどが美を競う｡



いを感じさせるような細やかな配慮がいたるところになされていた｡定金園長を初め､公園の管理運営に尽力なさっている方々から従姉妹たちと同級生だったと伺ったこともうれしかったo郷土を愛し､鴨方の発展に心を砕いた祖父が存命であればーどんなに喜んだであろうか｡

帰りは同行した友人と二人

でJR鴨方駅まで歩いたQ　公園を後にして　｢江戸へ百八十二里｣と書かれた石標のある

昨年の十一月に五十五年ぶり

に鴨方を訪れたo　私の母は大正十年に高戸新宅の五女として生まれた｡終戦後'伯父の家族と共に祖母が鴨方に疎開していたので'私は母の里帰りについて鴨方へ行った｡本家の家族も鴨方に疎開していた｡小学校へあがる前のことなので記憶は断片的である｡母のすぐ上の姉が本家に嫁いでいたので'新宅と本家と合わせて十人ちかい数の従姉弟がおり'二つの家を往き来して遊んだ｡新宅の裏にあった

へ

竹やぶは哲蒼としており何か出てきそうで怖かった｡戦後で食料が乏しい時代であった｡よく縁側でスイカを食べたこと､どこの畑であったかは記憶にないが'畑でかじった砂糖キどの茎の甘かったことを覚えている｡しかし'鴨方の味として一番先に思い出すのは'本家に行く途中の井戸のそばにあった西条柿の味である｡木で熟した黄金色の柿はこの上なく美味しかった｡昨秋､町家公園を訪れたとき､井戸のそばの柿の木が老いては

きた人々の暮らしの中での息迫

曲がり角に来たとき'里帰りを終えて妹と私の手をひいて帰る母を'ここから涙しながら手を

いたが､今も黄金色の実をつけていることに感激した｡どなたが作られたか井戸の上には干し柿がたくさん吊るしてあったo

町家公園を訪れて'みごとに
修復された家屋や庭に驚嘆したが'それ以上に感銘を受け心に残っているのは'公園の管理運営にあたっていらっしゃる方々(多くはボランティア)　の鴨方に対する誇りと郷土愛であった｡公園を訪れる人々を温かく迎え入れ.郷土の歴史や文化を知識としてだけではなく'鴨方に生

東京大学教授(鎌倉市在住)

秋　山　弘　子

振って送ってくれた祖母の姿を鮮明に思い出して胸が熱くなった｡鴨方を訪れてからひと月は

どして博多からみごとな干し柿が宅急便で届いた｡古井戸の上に吊るされた柿を見て初めて作ってみたという干し柿を友人が送ってくれたのであるC　その柿は鴨方の思い出と暖かい友情がしみ込んでいて'甘く'芳しく'とても美味しかっLP

藩主の本陣として使用されたといわれる｡具体例として､宝暦八年二七五八)　の三代藩主池田政方の場合がある　(鴨方町史本編)｡この時は数泊であったが､もっと長期に滞在した例がある｡

元治元年　二八六四)'

藩主は第九代政詮であるo前年の八月十八日の政変以後'長州は一転して｢朝敵｣　となっていた.長州征討のための　｢芸州路二之手｣　を命じられた岡山滴の　｢前備｣　となった鴨方藩主政詮は'十一月七日'部隊を率いて岡山から出陣｡

座興空Le)笹@
漫牢垂

元鴨方町史編纂委員

別　府　信　吾(倉敷市在住)

旧高戸家(本宅)　は'鴨方

四十瀬新田村の大庄屋宅に泊った｡八日は'七嶋村名主宅で昼食･休憩を取り'暮れ方に鴨方村へ入り､奈良屋を本陣とした｡部隊は鴨方の町屋に分宿したのであろう.征長惣督徳川康勝　(前尾張藩主)が'十日に山陽道矢掛宿に入ったことを知ると'鴨方から家老を挨拶に遣わしている｡
十二月八目'長州征討に積

極的でない岡山藩がやっと動き､備前一宮を本陣にすると､入れ替わるように､同十五日に鴨方を引き揚げた｡約五週間の滞在であった｡



伝承館からのご案内
町家公園の中　　で'今から三一七年前の一六八

に伝承館が有り　　七年に修理された棟札が残ってます｡知ってい　　います｡もっともっと前に建てますか?　　　　　られた事になりますo

鴨方の文化を様々な人々に伝

える館です｡次世代に伝えないと途絶えてしまいます｡

伝承館は岡山で一番古い商家

｢鴨方に過ぎたるものが三つ
ある　拙斎'索我'宮の石橋｣｡これは鴨方に古くから伝わる里謡です｡拙斎とは江戸時代の儒

者で教育者の西山拙斎｡索我とは拙嘉の親友である画家の田中索我で'備中地域に多くの作品を残しています｡宮の石橋とは町家公園北にある鴨神社参道にかかる太鼓橋で'橋の下は川でなく道です｡

町家公園の周りは文化ゾーン
と言って､多くの文化財が残っています.鴫山城鮎は応永十四午(一四〇七)築城'長川寺は応永十九年(1四l二)英巌禅

師開山､鴫山城主'細川

貞享四年二六八七)の修理検札

か榔卦甘ダ有感腰

氏ゆかりの禅寺として栄えました｡現在の本堂は元禄十七年　(一七〇四)再々建されたものだそうです｡また'浄光寺の本堂は宝永三年(一七〇六)に再建されたそうです｡(鴨方町史引用)

鴨方には､この様に多

くの文化財が有り'現在｢文化財カルタ｣　で紹介されています.カルタをしながら鴨方の文化財が学べます｡｢文化財カルタ｣は伝承館に有ります｡

年二度'歴史ウオーク

も行っていますo伝承館で説明を聞き'歴史ウオークに参加して'現場の文化財を眼で見るのも自分たちが住んでいる鴨方

新メ二
おにぎりセット好評日

平成九年､町家公園開園と同
時に交流館で　｢まちや亭｣　が開かれました｡メニューは多くはありませんが､ボランティア･スタッフ一同､心をこめておもの再発見ができて'楽しいものです｡

お爺ちゃんお婆ちゃんから'
お父さんお母さんへ'お父さんお母さんから'子供たちへ鴨方の文化を伝えてほしいと思いますC　これら文化の発信地が町家公園です｡伝承館では約二十名の案内人が皆さんのご来園をお待ちしています｡

(

..〟

てなしをしています｡

中でも　｢まちやソ-メン｣　は

鴨方特産でもあり　(県下の六割を生産している)'力を入れてきましたが'昨年から　｢まちや特製おにぎりセット｣　の新メニューを加えました｡おにぎりに､おそうざいを一品加え'お米の味をひき立てるよう工夫していますQ　今までのソーメンとの相性もよく'町外からの来園者にも好評です.まだの方もl度'お試し下されば嬉しいですね｡
ボランティア一同'みなさん

のお出で'心よりお待ちしていますC
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春夏秋冬の植物を管理
管理部は'園

内全体にバランス良く配置した伝統植物'春と

秋の七草園､春夏秋冬の草花や'桃･桜･梅等の花木等を維持管理しています｡

文化にふれて
茶道部では'全員で観月茶会

を'交代でする月釜は五'七､十二､二月に行いましたo

五月の備前種壷の水指'一粒
万倍の茶杓に生命の息吹をo　七月の七夕の趣向に'晴々しい風情をo観月茶会は'雨のため交流館での立礼席となりましたが､和菓子の月を眺め.十二月　｢光

陰流如矢｣　の

古歌　(春をのみ待つらん人に山里の雪間の草の春を見せばや)をテーマに'一年の茶会を終えました.

このように'四季折々の道具
や趣向で､日本古来の伝統文化に触れていただけたと思います｡これからも'気軽においでください｡

の近くに移動可能なエサ台をセットして'野鳥の好む熟柿'ミカン､リンゴをおいて可愛い小鳥の撮影を楽しんでいます｡
もうすぐ､かもがた町家公園

の紅梅､白梅にウグイスが訪れます'皆様と一緒に楽しみましょうC

かもがた町家公園はこのよう
に野鳥の楽園です｡自然からの感動と'公園での多くの人々との出会いを楽しんでいます｡これは私達の財産にもなっていま

す.この出会いの

(町家嚢千家茶道)

掛物で'お点前やお運びのチビも達の成長ぶりを｡二月には､利休のわびの心を表すとされる

野鳥の楽園

総勢､男女合わせて三十三名o
自ら進んでこのボランティアに参加しています｡

年齢層は幅広く､五十歳から
九十歳くらいまでで､公園管理の話は勿論'立派な知恵袋をお持ちの方等'多才な方が多いので､大変勉強にもなります｡

私たちの仲間のモットーは｢多
くの人とふれあい'楽しいボランティア｣　を目指しています｡

の管理に役立てています｡例えば園内の土壌を肥やすため'落葉を集め堆肥を作ったり'遅れていた草取りを挽回するため'月一回の全員参加による一斉草取り日を設けたりしています｡

私達ボランティアの仲間も近
年高齢化が進み'また多忙な方も多く.人手不足気味になっていますo　｢お金はそこそこ持っていれば良い｣　｢友達を多く持ちなさい｣　と言う言集を耳にしますo　友達をふやす場として皆さんもふるって参加し'知恵と技術を提供してください｡

来園された皆さんか
ら　｢手入れが行き届いてますね｣　｢締願な花が咲いてますね｣　｢手入れが大変でしょう｣と声をかけられた時は'暑さ寒さも忘れ､ボランティアに参加していて良かったなと思い'体も心も癒されますo

また町家七種の会軒
家管理組合の通称)　では会員の親睦と知識や技術の向上をはかるため年二回のボランティア研幡旅行があります｡昨年は広島県下浦刈島と岡山の半田山植物園で研修を行い'その後

甘丘1
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(公民館生花oBグループ･ 3月)

協力交流研修員　王　輝

(中国江西省高安而)

生活をしていたか勉強することができましたD

昼には'休

憩所でそうめ

十二月十六日と十七日の二日
間'定金園長と横山さんから公園の管理と運営等を教えてもらいました｡そして園内を約三十人のボランティアの人と一緒に掃除をしました｡県内で一番古く､造りの立派な町家として'県重要文化財に指定されている伝承館では'大昔の部屋の様子等を見学して昔の人が'どんな

んを食べました｡温かいそうめんは初めてでしたが､とても美味しくいただきました｡調理をする人もボランティアの人でびっくりしましたが､公園は多くのボランティアの人たちで運営されていることがわかりました｡ボランティアの人たちは町家公園のお客さんのために､これからも頑張って欲しいと強く感じ

(子とも茶道教室･ 1月)



竹馬●ケン玉●
おuやむ(お手玉)
でチビもとかえる

福山歩こう会　　　　　　　　し､ろ

会　長　三　浦　展　虞

二月十三日(日)'｢鴨方
町家散策ウオーク｣　と題して二百二十八名の参加｡毎月一回の月例行事も三月実施を残すのみとなった｡私自身この度のコースは初めて｡おどる心を抑えて九時三十分､鴨方駅近くの池田歯科駐車場を借りて開会式諸連絡､準備体操'約十1キロのコース出発o

｢明王院｣お寺の大きさ､
本堂の併さまを拝む｡コースは各班リーダーを中心に

二列のウォーキング｡
=....:..;I.

で話がはずみ楽しく

､f J　進む｡

｢天草総合公園｣
十時四十五分到着｡休憩二十分､総合的な体育施設に感心する｡

軒豪公国十二時
伝承館の前を通る嘩戸が少々開けられており　｢ひな人形｣　の姿が見え､心なごむ思いをする｡

今日のメイン町家
公図での昼食｡各班毎に思い思いのグル

-プをつくり'まる座になっての雑談と笑い､ここで一層の人間関係が深まる.
朝は少々の寒さがこの時間位になると暖かさを感じる｡

｢竹馬･コマ･ケン玉･オ
ジャミ　(お手玉)｣　に興じ子ども心にかえる｡｢あま夢は大変においしかった｡町家公園内の数多い館(やかた)　の展示内容はそれぞれすぼらしく'｢環境づくり｣の良さは目を見張った｡

十三時公園内で閉会式へ

1日のコース終了｡また新しい思い出が一つ増えた｡鴨方駅へ向かうo感謝､感謝の思いを心にきざみながら｡

ちなみに福山歩こう会の
キャッチフレーズは　｢元気で'明るく､そして仲良く〃‥｣｡

終わりになりましたが､
今年行われる　｢岡山国体｣鴨方開催のバスケットボール大会の成功を心よりお祈り致します｡

闇
Fニi rでt

の心をゆったりと温かく包んでくれます｡
当地のボランティアの

方が丁寧に要を得た説明

案内部厨

i,

.‥EI.. 7;i]T.Ll㌦｡..... 町を訪ねました｡脇町はいまや｡うだつの町並み"として全国的に有名となり観光客が増えています｡脇町は江戸時代から明治にかけて吉野川の水運を利用Lt　かつては藍の集散地として繁栄し､その中心の南町は大正時代前半まで県南随一の商店街として栄えましたo　約四三〇メートル続く南町通りの両側には'本瓦葺き塗寵壁の重厚な家が軒を連ね'家々には｢うだつ｣と呼ばれる屋根付き壁がありますo　これは隣家との境の壁面に設けた火よけ壁で'商家が密集する脇町のうだつは頻発する火災の恐怖から生まれたとききました｡江戸時代､商人達は競ってうだつをあげた立派な家を造ったということです｡この通りを歩むとき.藍でl時代を築いた豪商達の心意気を知ることができました｡昭和六十三年には､一帯が国の重要伝統的建造物群保存地区に指定され､すぐれた文化財として大切に保存されることになりました｡店舗や施設も景観に合わせたレトロな造りであり､訪れる者

をしてくださり'特にり

節　子　グッについては'毅然と

した態度で力が入ってい

て'自分達の町に対する自信のほどが伺えました｡私達もこの研修を自分達の持場持場で生かして実りあるものとしていきたいと思いますC

これからも町家公園を愛し､大切
にまもってゆくとともに'案内されるお客様のきもちになって温かい心で接していき､全員で力を合わせてより多くの方々に来園していただき､又.脇町のように"来てよかった日と皆様に言っていただけるよう心に残るもてなしをしようと気持ちを新たにして鴨方に帰りました｡
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テーマ　金光町南部の史跡と

阿藤伯海記念公園整備地を訪ねて

と　き　4月24日(日)

9 :20.-15:30

集　合　金光駅　9時20分(雨天中止)

コース　金光駅-金光町歴史民俗資料館～金光教
-寂光院(星会)-西山拙斎旧宅(至楽居)

-百聞開削水路-阿藤伯海(記念公園整

備地を見学)-鴨方駅

定　員　80人(町外の万参加可)

参加費100円(保険料､当日集金)

持参品　弁当･水筒など

申し込は､

4月20日(水)までに､

鴨方町教育委員会へ｡

電話可｡

(0865) 44-700 1

A A A A亀豊亀
昨年(二〇〇四年)　は､国内外共

に､巨大な自然災害に見まわれました｡あたかも'地球の怒りかと思えるほどのものでした｡

自然は'人知の及ぶところではな

いと'改めて認識させられ､平穏な日常の有り難さが身にしみておりますo

それと同時に'三宅島'中越地表
などで､避難生活を強いられた方々の､ふるさとへ戻られる時のはっとした顔､喜び溢れる笑顔など'ふる

さとへの人々の思いの深さにも感動しました｡

報道などによりますと'最近'美
術館､史料館など､入場者の激減で'閉館するところがみられるそうです｡

そんななか'町家公園は'年々'
入園者数が増加しています｡このことは'この上ない喜びであり'励みにもなっております｡

今後も､ふるさとの誇りうる町家
公園として'ボランティア1同､地道な努力と工夫を重ね､維持'発展させてゆきたいと思っております｡

みなさまの温かいお力添え､応援
を心から期待いたしております｡

編集スタッフ(遠藤･石部)

､1/.

一葦√,　　- :13r

俳句や短歌等を含め､

- -:,I
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｢詩｣の朗読を楽しみましょう｡

会場は､ 300年以上を経た町家を囲む公園内

です｡戸外の芝生やあずまやを使って行うこと

もできますo

下記のような日程で開催いたしますので､興

味のある方はどうぞご参加ください｡

(参加費無料､駐車場あり､軽食可能)

聞いて楽しみたいという方の参加も歓迎いた
します｡

と　き　4月28日(木)
9 :30.-12:00

とこう　かもがた町家公園

申し込み　　4月20日(水)までに
かもかた町家公園へ｡

浅口郡鴨方町鴨方240
TEL (0865) 45-8040

FAX (0865) 44-6089

町教育委員会では､郷土の歴史や文化財の学習
のために鴨方郷土のかるたを作成しています｡

今まで､学校や福祉団体でもご利用をいただい
ていますC

地域や団体･グループに貸し出していますので､

希望される方は教育委員会へご連絡ください｡

料　　金:無料

貸出部数: 15セットまで

申し込み:町教育委員会
(町民会館内)

(℡44-700 1


