
爾野 宿、意、れあい子 ども横 T(第 58弾 )

7月 26日 (■1)、 午後 3時から大昌寺駐車場で日野宿■、れあい子ども横丁が開催され

ました。このところの猛暑で開催が危ぶまれましたが、会場の大昌寺駐:車場は参道の桜

並本に接 しているため、予想 したよりも暑さが凌げ、何 とか 2時 FHlお年寄 りと子どもた

ちとの落ゝれあいの場をもつことができました。

手作 りIIl作 と昔あそびというとてもシンプルな各ブースでしたが、かつて町の横丁で

よく見られた遊びは決して派手なものではなく、ささやかではあるものの子どもたちが

安心して夢 lllになれるようなものではなかつたでしょうか。

協力l・
ll体 大昌寺  中央公民館 ひの児童館 郷11資料館 団塊世代広場

仲町やよい会 子遊会 日野ベーゴマクラブ 森町自治会

日野ふれあい商店会 口野市社会福祉協議会

小杉先生もどんぐリトト轟に挑戦

t



′ｔ

今回場所を提供していただいた大昌寺の空li15は、かつての横丁がもつていた懐かしい空

間そのものでした。夕暮れ時に鳴らされる鐘の音がこんなに心にしみて聞こえてきたの:ま

今回が初めてだったよぅな気がします。

7回 目の開催となり、準備する側のスタッフも減 り、何かと厳しい状況での今回の開催で

し′たが、ご協力いただいた皆さんには本当に感謝申し上げます。

園野の購ホであそばう i(第 59諄 )

8月 25日 (月 )、 午前 9時半から第 9回 こども発見隊「目野の用水であそぼう !」 を開

催しました。

いつもは 7月 にFJF3催 していたのですが今l董1は 8月 の開催となりました。

朝から空模様があやしかったのですが、3回 日という子もいるほど楽しみにしている子も

いたので、小雨が鋒り出してはいましたが思い切つて開催することにしました。

今回は男の子 5名 と保護者の方 3峯 tそれにスタップが 8名、計 16名 の参蜘でした6

今年は魚がいないよとの情報もありましたが、井上カメラマンが早速捕まえたのが大き

なカマツカでした。

この後、31111目 の参加というIIく んがあっというまにフナをllliま えました。流石ですね。

ところが、これからというところで雨粒が激しくなつてきてしまい、やむなく30分ほど

でひとまず地区センターに上がることにしました。

それでも男″)子たちは用水であそびなれているのでしょうか、ノJヽぶりではあるものの結

構捕まえていました。

図書館からもつてきた本などを参考に、捕まえ、た魚を観察。 iカ マツカJ「 ドジョウ」「ソ

ナ」……・。今年は大きなオイカワや ドジョウは捕まえられなかつたもののとても密度の農

い用水あそびとなりました。
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カマツカ

熱心に見入る子どもたちと元子どもたち

なお、当日突然の」COMの取材がありました。参加者が昨年と比較すると少なかった

のでちょぅと心西己でしたが、当日の放送を見ると、流石カメラマン、とってもよくまと

めてくれました。ありがとうございましたぃ

ノ`坂の祭り写真晨 (第 60弾 )

8月 30日 (■)よ り、人坂神社の玉垣、竹間家フェンス、森町消防器具置場の壁lli~に 、

明治から平成に至る人坂神社の祭りの写真を展示しています。

玉垣に 25点、竹問家アニンス 5点、森町消防器具置場の壁面に 15点。計 45点を展示中

です。なお、昨年撮影された写真 7枚が含まれています。

人坂神社のご協力をいただき、平成 20(200お年より始まつたこの写真展も今年で第 7回

国となりました。

今日も展示の用意をしていると、道行くご婦人からいつもありがとう、楽しませていた

だいていますと声をかけられました。聴けば占くから日野宿にある1日 家の奥様でした。

他にも立ち止まっては写真を見つめる方々が舞にはいり、こちらとしてもうれいしい限

りです。

なお展示した写真に身内が写っているので、わ:すて欲しいとのご希望も寄せられました。
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八坂神社玉壇

森町潰鮪器具置き場 竹聞家フェンス

口野一中清掃ボランテ ィアの子 どもたちと

用水清掃 <番外編 >

9月 18日 (本)午後 4時から約 1時間、日野一中の清掃ボランティアσ)子 どもたちと

用水清掃を行いました。

一中の,青掃ボランティアの子どもたちは 15名 。

先生は美化委員会・ 自然科学部ボランティア部担当の中嶋先生t池本先生.

また、今年 4月 から赴任された石村校長先生も率先して参加 してくれました。

日野宿発見隊からは井 ll、 山 lll、 猪鼻、石嶋の 4名 が参力‖しました。

こちらはこれまでにも何度か用水清掃を行つているので完全武装で臨みましたが、子ど

もたちは長靴もはかず、水にぬれてもいいかつこうとはいうもt/Dの、ちょらと気の毒でし

た。
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1時間あまりでし′たが、大小のボランティア約 20袋分のゴミが収穫 (?)できました。
この数が多いのか少ないのか。・・…・。清掃中に大きな鯉を見つけて驚く校長先生。

はたまた、フナやり||エ ビを捕まえた男の子.

身近なところにこんな素敵な用水があるのですから、何とか中学生活に活かすことがで

きればいいのではないかとつくづく思つた次第です。

―中西側

今回の収穫 ?!

日野 に もあった覇産業遺産 :桑ハ ウス見学会

('各 61 弾 )

10月 26日 (日 )午後 1時から仲Fll C)森蚕糸公園内に残る絹産業遺産の見学会を開催 しま

した。今 l「・lは見学時の安全を考慮し、事前に保険にも加入して臨みました。

10月 1日 に行われた事前清掃について読売新聞で取り_liげ てくォt′ たこともあり、参加希

望者だけでも,991名 の申し込みがありまたした_。

あとは当日の人気だけが気がかりでしたが、幸ぃにも天気にも恵まれ 95名 の参加があり

ました。約半分は市内在住者.残 りは多摩地域や他府県からの参加者でした。かつてこの

蚕糸試験場に勤めていた方や、以前日野に住んでいて今は大阪在住σ)芳ゃ神奈川県からの

_ヽ
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ひの児童館北側
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方もいました。

見学は 1時、2時、3時の 3コ ースを設け、それぞれ,2グループに分かれ、約 50分の兄

学となりました。全体の案内人として各 1名。建物内部には、2階に 1名 、 1階に 2名。ま

た建物外の桑畑に 2名が待機 t/、 そオlノぞれ`説明してもらいました。すべて仲田の森遼産発

見プロジェク トの皆さんです。

今「rtlの 見学会にあたっては、緑と清流課の皆さスノをはじめ、約 30名近い方々のご協力を

えて実現したものです。まちの大切な宝物を後世1に伝えたいと17Nう 一人ひとりC)思いが、

これからも大きく育つていくことを心より願わずにはいられません。

建物脇フェンスに写真パネルを展添

日野宿 を記録 した人 ぞ …昭和編 ― (第 62弾 )

11月 1日 (■)から12月 25日 (本)まで、日野宿交流館 l階にて、F]野宿発見隊第 62

弾「目野宿を記録 した人  々 ‐昭和編 -1を開儀ヒ′ました。

日野宿発見隊では金が発足し′た平成 18年(2000か ら、地域の皆さんから昭和 30年代を

中心と tノ た写真の収集に努めてきました。これ′まで多くの皆さんにご協力いただきました

が、今回、12名 の方にⅢl)いて、撮影者とその代表的な写真を紹介 しました。

蚕室 2階



岡山県立図書館で報告 (番外編 )

1月 29日 (本 )、 岡山県立図書館で開催されノた研修会に招かれ、「目野市立猥野図書館の
実践 ―菫野宿発見隊事業一」という演題で報告してきました。FJNI容は、 ミヽ 23年 (2011)

秋、調布澪rで開催された全国図書館大会で報告したものをベースに、それ,以降の活動を加
えたものとなりました。

岡l lj県 内の図書館、公民館などに勤務する皆さんを前に約 1時間半。途中、昭和 54年
(1979)、 順野市立図書館の実践をまとめた『図書館とこどもたち』(30分)の 上映を交えて、
日野宿発見隊の誕生から今日にf~る あゆみを、映像を中心に報告しました。

『図書館とこどもたち』は 35年も前の日野市立図書館とはいえ、『市民の図書館』の考
え方にもとづき図書館員が一九となって頑張つていたころで、利用する子どもたちを見て
も実にいきいきとした様子を感 じとく)て もらえればと思い上映しました。
報告を受けて、参加者からいくつか質問がありまし′た。そのひとつ、これから図書館を

まちに作るという担当の方から、日野宿発見隊事業が日野図書館のみにとどまっているこ
と、他の館でもできないことなのかとのお尋ねがありました。非常に厳しいところを突か

し



オ1,て います。確かに他の分館ではこうした事業は取り糸H.ま れていません。いろいろな条件

がうまい具合に整ったおかげでできた部分もありますが、初めの 一歩を踏みだしたのは図

書:館
1哉員だったということは事実です.

図書館の現状を変えるために t)、 そσ)

し′か今のところありませんが、もしそ 171

えてく』
/じ るに違いありません。

・歩を踏み出す勇気をそれぞれの1哉員に期待する

^歩 を踏みとilし たなら、地域の人たちはきっと応

まち歩き会  醸野罵水 をたごろ (第 る3弾 )

3月 30国 (月 )、 まち歩き会 「目野燿水を歩く二上流編―」を開催しました。

人気にも恵まれ春の一澤を楽 しスノできました。

(     H野 駅東側車寄せに 9時に集合、大入 20名 と小学生 1名 、計 21名 の参力‖となりま t/たっ

今回のコース

目野駅→ 目野煉瓦→よそう森→東光寺薬師堂 (成就院)         ・

→東光寺緑地 (カ タクリ見学)…〉お茶量の松→ H野用水取水堰

事務局の挨拶ののち、本田の案内人井 にカメラマン

からコースt71説明を受け、早速、集合場所近くに

あるF]野駅ホーム ドを通る日野用水を見学しました。

て

日野用水説明板前残念なこと

に喫煙所が真ん前に 1

日野用水上堰 レンガ橋日野

で生産されたレンガが使用さ

れている
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蟻森公園 国野本郷解講板前にて

東光寺緑地のすそ野に群生するカタクリ

近年、数が減ってきているのではないか

とのこと

層水橋

手前:こ :ま 満開のユキヤナギ

よそう森の盛り上の上に立って

かつて、お茶麗の松があつた付近

奥が東光寺方面

左下 :日 野用水取水堰

遠隔操作でコン トロールされ      に

ている

右下 :取 り入れられた自野用水

ここから自野宿へと旅立つ  イ
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取水堰 (多摩川側)

一応、ここで解散となつたが、希望者を募り、ここからちょっと上流をめざす

初夏を思わせるほどの気候で汗をかきながらのまち歩き会でしたが、無事終了できて

何よりでした。帰りは宇津木台からバスにて日野駅へ。

なお、まち歩き会の途中採取したヨモギ、土筆、

ノビルを持ち帰った谷さんが、自宅で天ぷらに

してくれ、何人かでいただきました。春の福寿

t     ここにあり。ごちそうさまでした。
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