
スタンプ ラ リー h日 野 宿 2016(第 70弾 )

5月 7日 (土 )、 昨年とは打つて変わつて、朝

から抜けるような青空となり、絶好のスタンプラ

リー日和となりました。

受付開始時間の 10時前から日野駅東広場には

長蛇の列ができました。

受付を済ませ引き換えにもらつた特製缶バッジ

を胸につけ、早速特製 「日野駅」大型判子を押し

て、スタンプラリーの始まりです。
日野駅東広場

昨年初めて土曜 日に開催 したにも関わらず 420名 という参加者に驚いたものですが、

今回のスタンプラリーには昨年を大幅に上回る593名 <日 野駅東広場で 515名 、日野

銀行跡 (有 山家)78名 >の参加がありました。

今回から多摩都市モノレールの甲州街道駅も加わっていただき、モノレール沿線の方々

の参加も増えたのではないでしょうか。

日野図書館前 井上源二郎資料館前

スタンプを押 しながら日野宿内をゆった り回遊 した後は、今回からゴール となった日野宿

本陣前で 「本陣」の大型判子を押 してゴール ! お疲れ様でした。すべて回るとスタンプ

帳には 16個の色鮮やかな特製スタンプが押されていることになります。

新選組に訪れる皆さんに日野宿の見どころを知ってもらいたいとの思いから始まったこ

のスタンプラリーですが、土曜 日に開催することの意義が確かなものになつたのではない

かと思います。

なお、今回も開催にあたり、ボランティアの方や職員応援隊など、総勢約 70名のご協

力をいただきました。この場をお借 りして御礼申し上げます。



大賑わいのゴールの本陣前

トンガラシ地蔵で配布する

トンガラシの袋詰め作業

(先着 200名 にプレゼン ト)

大型判子のラインナップ (こ の他に佐藤彦五郎

新選組資料館の判子が別に加わります。)

夏体 み !親子で調べ よ 日野用水 (第 71弾 )

漸 く梅 雨が明けて間 もない 7月 30日 (土 )、 夏 らしい 日差 しの降 り注 ぐな

か、第 11回 こども発見隊 「夏休み !親 子で調 べ よ う日野用水」 を開催 しま し

た。

今回 は いつ もよ り早 く募集 をか けた こ ともあ り、 あつ とい うまに募集 定員

20組 に達 し、お断 りが数組 あつたほ どの人気ぶ りで、 こどもが 29名 、保護

者 22名 、スタ ッフ 8名 、計 59名 と大変 な盛況ぶ りで した。

あま りの参加者 の多 さにス タ ッフ側 も少 々戸惑い を見せ た ところですが、川
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遊びの経験 をもつ保護者 のご協力 をえて何 とか無事開催す ることができま した。

学習意欲満々のこどもたち

日野宿発見隊では子 どもたちに用水 とい うまちの大切 なお宝を知 つて もらお

うと、平成 19(2007)年 よ り毎年夏休みに開催 してきま したが、平成 29年
は 日野用水が開削 されてか ら450年 とい う節 目の年です。 日野宿発見隊のこ

うした取 り組みが少 しでも日野用水への理解につながればあ りがたいです。

こどもまつり (第 72弾 )

8月 27日 (士 )開 催 された一 中地区アクシ ョンプ ランで、日野宿発見 llkと

して 「ふれ あい子 ども横丁」 (第 72弾 )を 開催 しま した。

郷土資料館職員 と程久保 ボランテ ィアの方 々による水鉄砲 、

仲町や よい会の方 々に よる風鈴づ く り

団塊世代広場 による どん ぐリ トトロづ く り

日野宿発見隊の ゴム鉄砲撃 ち

ふれ あい子 ども横丁でお世話 になつてい る上記 3団 体 の協力 を得 て、4ブ ー

スを設 けての参加 で した。

準備 も済み、実行員会 か らの開催挨拶、続 いて市長のス ピーチの後、参加者
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一同に よるラジオ体操 が行われ ま した。日頃運動不足の参加者 に とつては さわ

やかな始 ま りで した。その後、団体代表 による大声 コンテス トが進むなか、各

参加 団体による各ブース もスター ト.

ところがそれ までパ ラバ ラ降 りだ した雨が本降 りになって しまいま した。

それで も、ふれ あい本―ル軒 下 とい う悪条件 でのステー ジなが ら、一 中吹奏楽

隷蒔生縫たちによる演奏に :ま ギャラ リーか ら盛んに議 手があがつていま した。

饉時閣で したが、ふれ 黒い子 ども横 丁の風鈴づ くり、どん ぐ リ トトロづ く り、

本難轟づ く りに トライす る親 子連れの姿があ りま した。

ノ＼坂の祭り写真晨 (集 73弾 )

森町消防器具 置場

八坂神社玉垣

9月 1日 (本 )よ り 1か月 、人坂神社 の玉垣 、竹 間家 フェンス、森町消防

具置場 の壁面 に、明治か ら平成 に至 る人坂神社の祭 りの写真 を展示 しま した。

今年 も玉垣 に写真 パネル を取 り付 け中に も、本 当に懐 か しいわ と声 をか け

女性がい ま した。

玉垣 に 25点 、竹 間家 フェンス 5点 、の壁 面 に 15点 。計 45点 を展示 しま

した。

新 たに製作 され た西 コー スの昨年撮影 の写真 5枚 (井 上博 司氏撮影 )は森 町

消防器具置場の壁面 に展示 しま した。
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日野―中生徒 と用水清掃 (番外編)

9月 29日 (本 )午後 4時か ら、 日野一中生徒会の呼びかけで集 まった生徒

たち約 80名 と先生約 10名 といつ しょに、日野宿発見隊 4名 と関係者 2名 で、

1時間ほ ど用水清掃 を行いま した。

校内を用水が流れ るとい う珍 しい環境で学生生活を送 る生徒たちにとつて、

今回の企画はなかなか有意義な体験 となったよ うです。短い時間で したが、傘

な どを含 めごみ袋 40袋 ほ ど集 ま りました。一昨年はボランテ ィア部の生徒た

ちとのコラボで したが、今回は 100名 近い人数 とな りま した。道徳授業の一

環で招かれた折、講師 として参加 した 日野宿発見隊の井上カメラマンか らの提

案を受 けて、あるクラスか ら始まつた用水清掃ですが、漸 く、生徒たちにも大

切な宝物 として 日野用水が意識 されてきたよ うです。

平成 29年 は奇 しくも日野用水開削 450年 とい う歴史的な年です。 日野一

中で も今回のよ うな取 り組みか ら何かできるといいですね。

清掃後、家庭科クラブの生徒たち

特製の豚汁をいただきました。

冷えた身体には最高でした。
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曰野宿発見隊 10周 年のあゆみ展

('籍  74弾 )

日野図書館の呼びかけで、平成 18年 6月 、地域 の皆 さん といっ しょに始め

た 日野宿発見隊ですが、今年でめでた く 10周 年 を迎えま した。

地域 に埋 もれた 「まちのお宝」を見つけ出そ うと、 この問いろいろ挑戦 して

きま した。「まち歩き会」「日野用水であそぼ う !」 「まちか ど写真館」「日野駅

開業 120周 年記念式典」な どな どさまざまです。その活動の記録 を写真や新

聞記事な どを交えて紹介 しています。

会期

会場

11月 1日 (火)～ 12月 25日 (日 )

日野宿交流館 1階ギャラリー

日野宿発見隊 10周 年 を祝 う会 (第 74弾 )

11月 27日 (日 )午後 2時 か ら、 日野宿交流館 3階大会議室で、米 田 日野

市教育長、西野 日野市議会議長の ご臨席 をいただき、 日野宿発見隊十周年 を祝

う会 を開催 しま した。

加地代表の挨拶の後、米 国 日野市教育長、西野 日野市議会議長か ら祝辞 をい

ただきま した。地域 の皆 さん と日野図書館 (行 政)が 協働で取 り組んできた 日

野宿発見隊に対 して、ね ぎらい と今後 の取 り組みへの期待 と励ま しのメッセー

ジをいただきま した。

また、初代代表の滝本 さんか らは 日野宿発見隊発足 当時の様子についてエ ピ

ソー ドをま じえて披露 されま した。
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加地代表 米田教育長

引 き続 き、出席 いただいた皆 さんの紹介 の後 、暫時休憩 し、その後 、事務局

に よる 日野宿発 見隊 10年 のあゆみ をま とめたスライ ドと、渡辺初代 日野宿発

見隊事務局長か らの挨拶があ りま した。「ちい散歩」の映像や 日野駅開業 120
周年 のお祝 いの会 な ど、来賓 の皆 さん に とって も懐 か しい映像 に笑みが こばれ

ま した。 また、渡辺 さんか らは図書館 のおかれ てい る状況 を少 しで も変 え よ う

としてス ター トした ものの不安でいっぱいな とき、小杉校長先生 (当 時 日野第

一小学校 )か ら受 けた支援 が どれ だけ力 となつたかな ど、胸が熱 くな るよ うな

エ ピソー ドが紹介 され ま した。
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滝本初代代表

渡辺初代事務局長 馬場前市長



このあ と、行政の長 として 日野宿発見隊をどうみていたかについて馬場前市長

か らメ ッセージをいただいたのを皮切 りに、 これまでに 日野宿発見隊の活動 に

ご支援 ご協力をいただいた地元の皆 さんか ら温かいお祝いのメ ッセージをいた

だきま した。

地域の皆 さん と日野図書館が協働で取 り組んできた 日野宿発見隊事業ですが、

多 くの皆 さんか ら評価 していただいていることを再確認でき、私たちは自信 を

もつて新たな一歩を踏み出す ことができます。

改めて 日野宿発見隊にご支援いただいている皆 さんに心よ り御礼申 し上げま

す。

当 日の出席者 来賓 39名  スタッフ 14名

なお、当 日、 この度完成 した『 新編 日野百物語』

(日 野宿発見隊編集 。発行 B5判  和綴 じ本)が
披露 されま した。 これまでに『 日野市史 民俗編』

を中心に公開 されている日野の昔話・伝説な どを

再編集 したものです。市内の小学校 。中学校 をは じ

め郷土資料館、図書館、加えて都立図書館、国立国

会図書館な ど公共機関に寄贈 させていただきま した。

計 53名

セ生支所脇の展示スペースで 日野宿発見隊 を紹介

(番外編 )

12月 1日 (本 )か ら 7日 (水 )ま で、

七生支所脇の展示 スペースで 日野市立図

書館 か らのお知 らせ の一環 として として、

今回は 「日野図書館 と日野宿発見隊」が

紹介 され ま した。 また展示 スペースの隣

のモニ ターで、 日野図書館 と日野宿発見

隊についての映像 も同時 に放映 され ま し

た。
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日野宿の魅力を再発見 !～ まちを楽しむ～(第 75弾 )

2月 4日 (土)午前 9時 30分から日野宿交流館 3階大会議室にて、「日野宿の魅力を再

発見 !～まちを楽しむ～」を開催しました。講師は加地代表でしたが、地元谷戸や下河原

の特別のお宝を持参して参加された谷富二さんや鈴木邦夫さんなども特別講師になつてい

ただきながらの貴重な座学となりました。

引き続き同月 18日 (土)午前 9時 30分から第 2弾の講座が開催されました。講師は

北村澄江さん。スタンプラリーのチェック・ポイントとなる日野宿内の各見所について、

映像を交えて説明してもらいました。

谷戸に伝わる鉦や数珠

下河原の観音堂に伝わる仏像
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3月 11日 (土)午前 9時、日野駅東広場に集合し、 2回の座学今度は実際に宿内を、

スタンプラリーのポイントに沿つて約 3時間、総勢 17名 でまち歩きを行いました。

上堰用水橋 (日 野煉瓦使用 )

日野銀行跡 (有山董家)

日野図書館 内で吊る し雛 を展示 (番外編 )

2月 19日 (日 )よ り 3月 4日 (土 )ま で、日野宿発見 llkメ ンバーの枝川 さん

の仲介で、 日野図書館内に吊るし雛 5基 を展示 させていただきま した。

日野宿本陣で開催 中の 「お雛 さまを愛でる会」 (日 野宿楽市楽座文化講座)に
あわせ、相模原 の 「華の会」の皆 さんの作品の中か ら 5基 をお借 りして展示 し

た ものです。館内の木製 の梁に吊るされた色鮮やかな吊るし雛が とて も映えて

素敵で した。
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