今回の瓦版は、会員以外の世帯にも
配布させていただいています！
第５６号

＊瓦版は、3 月・7 月・11 月の年 3 回の発行です。
＊本瓦版(pdf ﾌｧｲﾙ）は、連携ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「富田林寺内町の探訪」からﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞすることもできます。

発行・編集： 富田林寺内町をまもり・そだてる会／じないまち交流館

富田林市富田林町 9-29（じないまち交流館） 平成２５年１１月２７日 （１）

JINAIMACHI

KAWARABAN

Vol. 56

瓦版/56号
題字

優太さん

8 歳（西林町）

今年の後の雛まつり〈主催：じないまち四季物語実行委員会、共催：(社)富田林
じないまち文化トラスト〉は 10 月 12 日（土）晴天のもと実施されました。
当日は、菊の花とお雛様が寺内町内や周辺各所に飾られ、「寺内町・昔
の婚礼」やお茶会等々も開催され、多くの方々で賑わいました。
当会は、イベント参加はしておりませんでしたが、今回はじめて、寺内
町のおもてなしの心を発揮しようと、じないまち交流館にてセルフサービ
ス無料でのお茶の接待を「企画事業部会」協力の交流館事業として開催し、
多くの方々に喜んでもらいました。
当日の交流館来訪者は、約 500 人で、例年より少し増加したようです。
皆さん、ご支援・ご協力ありがとうございました。
（企画事業部会）

★じないまち交流館
じないまち交流館の
交流館の職員を
職員を募集します
募集します！
します！
現在「じないまち交流館」では６名の職員が交代で勤務しています。この度１２月末をもっ
て退職される方がおられますので、下記の通り女性職員を募集します。希望される方は、履歴
書を添えて応募してください。

記
提 出 期 限
平成２５年１２月１１日（水）午後５時まで
提
出 先
じないまち交流館
条
件
寺内町地区内に居住する６５歳未満の方（６５歳定年）
勤務開始日
平成２６年１月より（詳細は直接採用者に説明）
問い合わせ先
じないまち交流館
TEL ０７２１－２６－０１１０
なお、採用・不採用の結果については、１２月２５日（水）までに担当者より連絡いたします。

公民館での説明会

その後終点まで見学し、先回りで待
っていてくださった三人と、ガイドさ
んに見送られて帰途につきました。
見学を終え、大雪に悩まされる事が
なく、大雨でも土砂崩れもない、良い
場所に私は住んでいるのだとつくづ
く思いました。
（北会所町 芝本 重子）

「寺内町四季物語 2013 秋 第 7 回後の雛まつり」報告

まもり・そだてる会

熊川宿は若狭の中でも雪の多い所
で、一．五ｍも積る事があるそうです
。その為屋根には持ち手のように見え
る雪止瓦も使われています。住人は高
齢者が多く、雪下ろしが自分では出来
ないので、一時間二千円で頼むそうで
す。道路には、川の水を噴出させて雪
を溶かす装置があるのですが、水が冷
たいのと雪の量が多いので、水の出る
ところに穴が開くだけ、との事でした。
京都や大阪に行ったきりの空き家
も多いそうです。しかし仏壇があるの
で、盆と正月だけ帰宅するという、別
荘状態になっている家も多いと言い
ます。
復元された熊川番所や旧家・神社の
いわれ等を聞きながら進みました。改
修中の民家や蔵はジャッキアップを
しています。土台のかさ上げをして改
修するそうです。
町の途中に、街道と並行して流れる
北川に橋があり、その橋を渡った所に
小学校と公民館があります。公民館で
は『若狭熊川宿まちづくり特別委員会
』の会長・副会長と町の担当者が待っ
ていてくださり、地域の現状を話して
くださいました。「今は小学校の全校
生徒は一七名しかいないが、住民の避
難場所なので耐震工事をしている。空
き家対策のおかげで若い住民が増え
数年後には三十三名になる」と嬉しそ
うに話されました。
また途絶えていた『てっせん踊り』
という郷土芸能を、京都一乗寺の方の
指導で復活させた事・熊川の特産品『
熊川葛』を盛り立てる活動等について
も話されました。

熊川宿の町並み２

「寺内町四季物語 2013 夏 第 10 回寺内町燈路」報告
今年の寺内町燈路〈主催：じないまち四季物語実行委員会、
共催：当会、観光協会〉は８月３１日（土）に実施されまし
た。当日は、朝から曇がちの天気で、終盤には雨も降りまし
たが、無事開催することができました。寺内町とその周辺に
は約１０００基の行灯が並べられ、ローソクの灯りに美しい
町並みが映し出されました。また同時開催の様々なイベント
も実施され、約３２００人の来場者（じないまち四季物語実
行委員会発表）で賑わいました。
皆さん、ご支援・ご協力ありがとうございました。
（企画事業部会）

福井県若狭熊川宿〉
会員見学会 〈福井県若狭熊川宿
若狭熊川宿〉

九月二十九日（日）鯖街道で有名
な、福井県若狭町の熊川宿への見学
会に、小学生一名を含めた五十四名
の皆さんと一緒に参加しました。
途中十二時前には、小浜塗の箸専
門店にて自分で削ったお箸をお土産
に頂きました。その後、若狭フィッ
シャーマンズ・ワーフにておいしい
昼食を食べた後、本日の目的地であ
る熊川宿に向けて再出発しました。
車窓からは、嵐山が水害に見舞わ
れたのと同じ台風１８号の爪痕が、
あちこちに残っていました。黄色く
実った田んぼの一部に、泥水を被っ
て白っぽくなった田んぼ。橋すれす
れの所に巻きついた多くの枯草や木
切れ等。

さて『道の駅・熊川宿』でバスを
降り、ユーモアたっぷりの地元ガイ
ド宮本さんの案内で歩き始めました。
町は電柱の無い街道沿い一ｋｍ程
の間にあります。富田林と同じ位の
道幅の両側には、低めの二階建ての
家や蔵などが並び、まるで時代劇映
画の一場面を見るようです。
道の片側には『平成の名水百選』
に選ばれている幅一ｍ程の前川が流
れています。前川は流れが速く、水
がきれいすぎて魚も住まないとの事
です。家の前から、すぐ川に降りる
ことができ『かわと』と呼ばれる流
し場が家ごとに設けられています。
開け放たれた家では、山で採れた
椎茸や葛等を、木の台に並べたり、
竹籠に入れて売る店もあり、街道沿
いの宿場町という風情いっぱいです。

熊川宿の町並み１

/ 後藤

「寺内町月見の夕べ 2013」報告
今年は、朝からの晴天に恵まれ、
「寺内町月見の夕べ 2013」を
予定どおり９月１９日（木）に展望広場にて開催しました。前半
は昨年同様、屋内での「清永とおる」さんによるトーク＆ギター
ライブがあり、皆で懐かしの歌を歌いました。後半になって庭に
出ると、二上山と葛城山との間には大きくまん丸いお月さまが明
るく見えました。用意した月見団子１５０個もほぼ無くなり、盛
況の内に会を終えることができました。
皆さん、ご支援・ご協力ありがとうございました。
（企画事業部会）

「富田林寺内町をまもり・そだてる
富田林寺内町をまもり・そだてる会
をまもり・そだてる会」の
新会員を
募集しています
しています！！
新会員
を募集
しています
！！
この町をさらに守り・育てていくために、
寺内町の住民の方をお誘いください。 m(_ _)m
---------------------------------------------------------------新会員様には、入会時に行灯１基（1,200 円相当）と
12 月に寺内町きり絵カレンダー（1,200 円相当）を配布しています。
詳しくは、じないまち交流館（0721-26-0110）まで。
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恒例の新春『鍋めぐり』 一月十一日(土) 開催

十一月十六日～三十日
古布の文化伝承会
古い着物や古布を
使用した作品展
十二月一日～二十七日
金剛高校美術部
絵画・版画作品 展
一月八日～二十四日
寺内町手芸の会
編物・ビーズ作品展
一月二十五日～二月十五日
里山田舎ごっこ
寺内町とフクロウ散歩
の写真・資料展
二月一日～三月十五日
じないまち交流館
お雛さま展示
三月十六日～三月三十日
遊墨会
水墨画展

後の雛まつり
明治時代の婚礼イベント
婚礼イベント
明治時代の

１０月１２日（土）
、私の本家（現在
ところで、幕末池田屋事件で新撰組
に殺された肥後藩の勤皇志士松田重 は市の管理下にある旧田中邸）で明治か
助（１８３０年─１８６４年６月５ ら昭和の初期にかけて執り行われた婚
日）は、一時富田林で私塾を設け、勤 礼を再現するイベントが行われました。
田守家から花嫁が花嫁行列を作り花
王論を教育し、門人百数十人いたこと
が、司馬遼太郎の「竜馬がゆく」文春 婿の待ち受ける旧田中邸に来てそこで
文庫（五）Ｐ９２に書かれている。玉 結婚式を行うと言うイベントです。当日
城幸男氏の記憶によると、仲村家（西 は天候も良く、多くの人々が見物に来て
林町）の香典帳に彼の名前（夫人が秦 いました。
私の孫娘（分家した当主より数えて７
姓なので波多野という偽名を使って
いた）があり、住所は一里山町になっ 代目に当たります）も三三九度のお酒を
ていたとの事である。仲村家には吉田 つぐ役目で式に出席していました。ジジ
松陰も滞在したことがあり、後に天誅 バカかも知れませんが、孫娘が和服を着
組の志士が近辺から多く輩出したこ たのを初めて見たものですから、かわい
らしいなと思ったものでした。
ととも関連している。
松田重助の弟は山田十郎、維新後、 本家の当主は女性で、現在京都に住ん
山田信道とあらため、大阪府知事（７ でいますが、体調不良もあって富田林ま
代１８９１年６月１５日─１８９５ で来る事が困難になり「家」の処分をど
年１０月１０日）や農商務大臣などを うしたものかと、今は亡き私の母に相談
歴任した。池田屋事変の士のために碑 にきました。過去に杉山邸の例もあり、
を建て、霊を弔った。松田重助碑は太 市役所に寄贈すると家も残り様々な形
で利用されるのではとの考えから実行
子町仏陀寺の前にある。
（一里山町 岡田 昌治） に移されました。
（富山町 和田 幸雄） 古民家再生と言うことになり時々図
書館に行く途中で再生工事を見学して
いました。再生方法は一旦家を解体し土
台の基礎工事を行った後で修復する作
業がなされると思っていましたが、驚い
たことに非常にたくさんの小さい「ジヤ
ッキ」を使用して家を持ち上げ庭に移動
させ、その後で基礎工事を行うとともに
柱の根本の腐食した部分を修復し、また
元の位置に「ジヤッキ」で移動させると
いう手法で工事が行われていました。
屋根や壁の補修工事が終わり、みごと
なまでに再生工事が完了しました。
この家は明治の初期に建てられたも
のと聞いていましたが、今回の再生工事
で今後、１００年、１５０年と現在の形
を保つと思うと市に寄贈した事が非常
に良い判断だったと思いました。
また、今回のイベントの様にこれから
も色々な形で利用されることを「家」自
体も喜んでいるのではないかと思った
今日このごろです。
（南会所町 田中新之助）

内は火の用心が良かったが周辺は わっていた。懐かしい思い出である
火事が多く、Ｓ１０年５月２３日 １ （嶋田さんは店の名前を羅列されて
９時２０分の富田林中学校（現府立富 いたが岡田が簡単化した）。
田林高校）火災では、僅かながらこの
辺迄火の粉が飛んできた（岡田の記
憶）。
和田（富山町理事：事務局注）の
家も先代までは伊勢大神楽の定宿で、
最終日は家の前で全曲目が舞われた
が、松田將子さんはこれをご覧になっ
たようである。
町内会や消防関係で永年ご活躍の
武山亮一さん（富山町）のお話では、
富田林町に戦前はだんじりが８台あ
り、秋祭りでは競い合って曳行してい
たが、現在の「ちびっこ交通公園」の
処に登記所（法務局）が建てられる時、
全部売却寄付された。戦後は宮甲田、
錦織等から借りて曳行したこともあ
るが、それもなくなり、今は子供だん
じりだけとなった。
又、富山町の東端は行き止まりで
袋町と呼ばれて不自由していたが、楠
公道路が出来る時、役所に陳情して道
が出来て便利になった（以上、武山さ
ん）。
嶋田實さん（富山町）によれば、昭
和３０年頃までの大掃除では、家の前
に立てた畳をはたきで叩く音が町中
に響いていた。畳を揚げるとき、畳の
間に十円玉が挟まっていることがあ
り、子供たちが見つけて大喜びしてい
た。また瓦版第２０号（Ｈ１３年９月
６日）にあるように、一里山町、富山
町にも各種多数の店屋が軒を連ね賑

交流館

一里山町・富山町
一里山町・

交流館
企画事業
部会
役員会

・寺内町燈路の総括
・月見の会・後の雛めぐりについて
・各部会報告
(燈路総括、月見の会・会員見学会）
・２０周年記念事業について
・各部会の報告（会員見学会、後の雛めぐり）
・２０周年記念事業について
・会計報告（会、交流館）
・理事研修会について（工程、役割分担）

交流館

我が町の思い出と昔話

場 所
容
会議名

30

内
日

7

・寺内町燈路について
・月見の会について
・各部会の報告（特に燈路について）
・２０周年記念事業について
・各部会の報告
（特に燈路、清掃、月見の会について）
・会員見学会について（工程、役割分担）
月

・瓦版５６号の確認と印刷・配布について
・瓦版５７号原稿について
・各部会報告（11/12 理事研修予定等）
・２０周年記念事業準備委員会報告

Ｈ２５年９月７日（土）１０時半
地方史研究家玉城幸男氏、松田將子氏
（一里山町）と共に、本奥谷家にお伺
いした。道路側の店と呼ばれる部屋
で、一富老人会最長老の奥谷正子様に
話して頂く。
部屋の上に神棚があり、氏神様、
愛宕神社、三輪明神、伊勢内宮、外宮、
事代主命が祀られ、毎朝祈られてい
る。西側の部屋は仏様、滝谷不動尊、
お大師さん、信貴毘沙門天が祀られ、
北庭の東には伏見稲荷が祀られてい
る。道路側の西、庭の見える仏間は、
おさんどさん（西国三十三ケ所観音霊
場を三十三度巡礼する行者）の御宿で
あった。正子様の子供の頃は毎年来ら
れ、お接待され、オセタ（御背板）の
御開帳があったとのことである。
昭和十年代に一度だけ岡田（一里
山町理事：事務局注）の家にも寄って
頂き、ご近所二、三名の方も来られて、
御開帳して頂き、小さな観音様を拝ま
せて頂いた記憶がある。
富田林に奥谷家が来られて七代以上
続き、分家も多数栄えられている根源
がこのような祈りにあることに深い
感銘を受けた。
本奥谷家の北側、岡田の右前には
火の見櫓があり、よく鳴った。寺内町

まもり・そだてる会活動報告

歓迎を
笑顔であいさつ
こんにちは!
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今回の瓦版は、会員以外の世帯にも
配布させていただいています！

富田林寺内町 来訪者 歓迎キャンペーン
歓迎キャンペーン

選抜高校野球や募金活動な
どで奉仕している制服姿のボ
ーイスカウトを見られたこと
があるかと思います。ボーイ
スカウトについてお話したい
と思います。１９０７年（明
治４０年）８月、イギリス陸
軍の英雄であったベーデン・
パウエル卿（BP 卿）が、２０
名の少年達を集めてロンドン
港外のブラウンシー島で実験
キャンプを行ったことからス
カウト運動は始まりました。
キャンプは大成功に終わり、
これを組織したＢＰ卿は、彼
の訓練と訓育方式が若者にと
って魅力的なものであり、か
つ有効であることを確信し、
野外生活の方法などを網羅し
た〝スカウティング・フォ
ア・ボーイズ〞を著し、創刊
したところ、スカウト運動は
瞬く間にイギリス全土からヨ
ーロッパ、アメリカへとひろ
がり、現在、１０６周年を迎
え２１６の国と地域に２６０
０万人のスカウト・指導者が
います。ＢＰ卿は１９１２年
（明治４５年）４月２日に日
本を訪問しています。その後、
１９１３年（大正２年）東京、
静岡、大阪、福岡などで発足
した少年団が、日本でのボー
イスカウト運動の始まりで
す。
寺内町燈路に毎年参加させ
ていただいています、ボーイ
スカウト富田林第１団は、富
田林にもボーイスカウトをと
いう強い思いと情熱で、１９
６３年（昭和３８年）１１月
に市の社会教育課の協力を得
て、初代育成会長白江善三郎
氏（金剛自動車）、副会長石田
英男氏（万里春酒造）、越井睦
次氏、初代団委員長鈴木善雄
師（西方寺）、第１隊隊長入船
盛治氏（船嘉）、第２隊隊長森
由嗣氏（柏屋葛城堂）、団委員
に阿部龍太郎氏（公栄社）、山
本倖弘氏（時計店）
、中川善夫
氏（米穀店）、木村勝太郎氏（整
骨院）、当間元恒氏（金剛自動
車）をはじめ多くの方々の尽
力で、西方寺を団本部として

ボーイ隊のみで発団しまし
た。以来本年１１月で発団５
０年を迎えます。現在、６代
目育成会長橋川光司、５代目
団委員長和田孝雄のもと、ビ
ーバー隊（幼稚園年長～小学
２年）、カブ隊（小学２年～
５年）、ボーイ隊(小学５年～
中学３年)、ベンチャー隊（中
学３年～高校３年）、ローバ
ー隊（高校３年～２０歳）以
上５隊８２名のスカウトが
在籍しています。そして、ボ
ランティアの隊指導者２５
名、団委員１６名、総勢１２
３名が、ボーイスカウト運動
の主たる目的の野外活動を
通じて青少年の健全な育成
をはかるべく日々元気に楽
しくスカウト活動を行って
います。
なお、活動は西方寺前（富
田林町２─７）の富田林第１
団スカウトハウスを拠点と
して行っています。また、ス
カウトの募集（幼稚園年長～
小学低学年）は随時行ってい
ます。体験入隊から始めてみ
ませんか。
活動は次のホームページ

http://outdoor.geocities.jp

/ton1▁kouhou/ で紹介して
いますので、ぜひご覧くださ
い。
（堺町 和田 孝雄）
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