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スタンプラ リTh日 野宿 2017(第 76弾 )

平成 29年 4月 24日 (月 )午前 9時か ら 2時間ほ ど、日野市観 光 協会・ 日野

宿応援 隊ひの散策組 。日野宿発見隊のメンバー な どによ り、通称裏 の川 の親水広

場か ら川崎街道付近 まで を用水清掃 しま した。

5月 13日・ 14日 に開催 され る新選組 まつ りを迎 えるにあた り、日野市 を訪

れ る皆 さん を気持 ちよく迎 えたい との思いか ら取 り組 まれた ものです。途 中か

ら、 日野一小の副校長先生や 高学年 の子 どもた ちも訪れ作業風景 を見学 してい

きま した。

日野宿発 見隊 の代表・副代

表 も頑張 りま した !

青 い法被 姿 の女性 が 日野宿 応援

隊 ひの散 策組 の メ ンバー

5月 6日 (土 )図 書館 閉館後 、「スタンプラ

リー in日 野宿 2017」 のチ ェ ックポイ ン

トのひ とつ 、とんが らし地蔵尊で配 る とんが

らしの袋詰 めの作業 を行 いま した。この とん

が ら しは地 元 の松 本保 さん が庭 先 で育 てて

くれた ものです。ビニール袋 には とんが らし

地蔵 尊の解説 ととんが らし 2本 が納 め られ 、

約 400袋 で きま した。
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5月 13日 (上 )、 午前 9時 30分 (開 始時

間 を早 めま した)か ら「スタンプ ラ リー in日

野宿 2017」 (日 野宿発 見隊第 76弾 )が
開催 され ま した。

朝か ら小雨が降 る生憎 の天候 .昼 にか けて

ます ます 雨脚 が強 くなるとの天気予報。

そ こで、今回は、受付 を本陣のみ とさせて

いただ き、佐藤彦五郎新選組資料館所有の判

を除 く、すべてのスタンプを ゴール (本 陣 )

に集 め、その場 ですべて を押 して もら うとい

う方式 を とりま した。

12時 には終了の予定で したが、あ とか ら

あ とか ら訪れ る皆 さんのため、結局 2時す ぎ

まで とな りま した。

こんな天候 に もかかわ らず 、217名 の方

に参加 していただきま した。

新選組 まつ りを楽 しみ に全 国か ら来 られ

る皆 さん をは じめ、市民の皆 さん、当スタン

プ ラ リー に参加 して いただ き本 当にあ りが

とうございま した。

また、開催 にあた りお世話 になったボ ラン

テ ィアの皆 さん、自治会の皆 さん、日野市職

員 の皆 さん、この場 をお借 りして御礼 申 し上

げます。

なお、今年 は 日野用水開肖1450年 とい う

ことで、緑 と清流課 の皆 さんによ り記念のス

タンプに加 え、缶バ ッジの配布があ りま した。
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パノラマ写真「大昌寺出か ら見 た日野宿」 をリニューアル

5月 8日 (月 )、 大昌寺の石塀に 「大昌寺山か ら見た 日野宿」のパノラマ写真

を取 り付けま した。劣化 によ り取 り外 したパ ネルを以前 よ り頑丈に製作 し直 し

ま した。

森町の志村章 さんによつて撮影 された昭和 30年 代の懐か しい写真です。

地元の皆 さんだけでな く、新選組まつ りで訪れた観光客の皆 さんにも喜んで

もらえたようです。
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リニューアルしたパノラマ写真

桑ハ ウス、国有形文化財登録記念展示

仲 間の森蚕糸公 l~H内 に現存す る 1日 農林省蚕糸試験場 日野桑園第一蚕室 (通 称
「桑ハ ウス」)が 、 6月 28日 付けで国有形文化財に正式に登録 されま した。

長年、この施設の保存運動に取 り組まれていた皆 さん、本当におめでとうござ

います。これ を祝 し、日野図書館でも関係資料 を展示 しました。同施設の今後の

活用を考える うえで参考に してもらえれば幸いです。

夏休み !親子で調べ よ う日野用水 (第 77弾 )

7月 29日 (土 )、 午前 9時 半か ら正午まで、第 12回 こども発 見隊「夏体み !

親 子で調べ よ う日野用水」 (第 77弾 )が 開催 されま した。

参加者 は、子 どもが 22名 、保護者が 20名 、スタ ッフ 12名 、計 54名 で し

た。今回 も、募集受付開始後 、あつ とい う間に定員 20組 となって しま うほ どの

関心の高 さで した。

今年 は 日野用水開肖1450年 とい う記念すべ き年 で もあ り、ス タ ッフの方 も

いつ も以上に熱が入 った会 とな りま した。

受付時に、参加者 の子 どもたちには、緑 と清流課 よ りいただいた 日野用水開削

450年 の記念の缶バ ッ,ジ がプ レゼ ン トされ ま した。

開会 の挨拶、オ リエ ンテー シ ョンの後、早速胸 に缶バ ッジを付 けた子 どもたち

と保護者 の皆 さんは井上班、カロ藤圭班の 2組 に分かれ、井上班 は用水の上流 、成

就院の裏側へ、も う一方の加藤 圭班 は主に地区セ ンター前の用水で、用水 に生息

す る生 き物の観察・採取 に取 り組み ま した。
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桑ハウス、国有形文化財登録記念展示



後半には、市長公室広報担 当の要請 を受 け、広報表紙用写真 の撮影 のため、日

野用水 土地改良区理事長 の天野武雄 さん もいつ しょにカロわる と、子 どもた ちの

熱 もヒー トア ップ。

予定 よ り若干伸びて 1時 間ほ ど経 つた後、桜 の本陰に移 つて、本 国の採取物 を

見なが ら丼上 さんか らの レクチャーがあ りま した。

特 に、今回初 めてブラ ックバスが採取 されたの も驚 きで したが、ブ ラックバス

を除 き、いつ もどお り、採取 した生 き物は元の用水 に リリース しま した。′

カマ ツカ コイ、カワム ツ、スジエ ビな

ど

初めてとらえたブラックパス

全部で 4匹 とれたそ うです !
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11時過 ぎに地区セ ンターに戻 り、用意 された冷たいオ レンジやゼ リーで涼

をとった後、 日野用水にまつわる絵本や用水の生き物 を調べ るために役立つ本

の紹介があ りました。また、日野市用水組合長の天野武雄 さんや郷土資料館の自

川 さんか らもお話を して もらいま した。

最後に、アンケー トを記入 して もらつた後、日野宿発見隊 10周年記念のファ

イル と、スタンプラ リー用に製作 された選之介の特製缶バ ッジや とんが らし地

蔵特製お守 りな どのお土産 をもらって散会 とな りました。

心 li■Lし ていた程にはあま り暑 くな らず、本当に助か りま した。怪我す ることな

く、無事終 了できた ことを感謝 したい と思います。まちの宝、日野用水をこれか

らも大切にす る子 どもたちになって欲 しいですね。

まちかど写真館 hひの一日野用水今昔― (第 78弾 )

平成 29年 は、永禄 10(1567)年 に 日野用水が開削 されてか ら、ち ょ う

ど450年 とい う記念すべ き年で した。

日野宿発見隊では これ まで も、まちの宝、日野用水 をテーマに、子 どもたち と

の用水 あそびや まちか ど写真館 、用水清掃 な ど、いろいろ取 り組 んで きま したが、

今回、日野用水開削 450年 を祝 して、 8月 1日 (火 )か ら 9月 30日 (土 )ま
で、大 昌寺の用水側石塀 と用水転落防止柵 に、日野宿の絵図 をは じめ、今か ら半

世紀前の写真 を中心に新 1日 の写真 な どを展示 しま した。

大昌寺・緑 と清流課 。郷土資料館

5

t

*協 力 佐藤信行様 (上 佐藤家 )・



ちょこっと夕涼み会 (第 79弾 )

8月 26日 (土 )午後、「ちょこっ と夕涼み会」 (二 部構成)を 開催 しました。

第一部は午後 4時 半か ら、子 ども向けに、親水広場で笹船流 し、その後、大昌

寺で時の鐘 を実演 させてもらいま した。

第二部は一般向けに、午後 6時か ら金子橋地区センターで「写真・映像で見 る

日野用水」を開催 しま した。

これ に先立ち、スタ ッフー 同で親水広場 の草刈 り作業 を行いま した。

新選組 まつ り前 に行 つて以来で したので、刈 つた草 はボ ランテ ィア袋 の大袋

4袋 とな りま した。

さて、作業 中に も時折小 雨が落 ちて きま したが、雲 の様子 もそれ ほ ど悪 くな く、

予定通 り広場近 くに簡易テ ン ト3張 を組み立て、床 にはブルー シー トを敷 き、平

机 を配 して準備完了 .

駄菓子屋 の橋本 さん も出店 して くれ、いよい よ夕涼み会 の始 ま りです。用水沿

い を吹 く風 のおかげで、 これ までの猛暑 とは うって代 わって少 し涼 しささえ感

じました。

平成 29年 は 日野用水が開削 されて 450年 とい うことで、参加 して くれ た子

どもた ちには、緑 と清流課か らお借 りした特製大型 スタンプの押 印 と特製 の缶

バ ッジをプ レゼ ン ト。そのあ と早速、スタ ッフの手 を借 りて笹船作 りに挑 んで も

らいま した。 中には通 りかか った年配 の女性 が懐か しわね といっ しょに笹船作

りに参加 して くれ ま した。

漑
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2歳 ぐらいか ら小学 5年 生 まで、人数 は少 ない ものの、その代わ り何度 も笹船

を用水 に流す ことができま した。

そ こに届 いたのが、井 上カメラマ ンが昨 日採 つて くれたオイ カ フ・ カ ワムツ・

カマツカな どのた くさんの小魚 で した。先月開催 した「親子で調べ よ う !日 野用

水」では 1匹 しか採れ なかつたオイカ ワです が、今 日はた くさんいて、全身の縞

模様 が とて もきれいで した。

井上博司さん提供の川魚

早速、みんなで魚 を水槽か らつかみ出 し用水に放 してあげま した。おそるおそ

る魚 をつかむ幼い子 どもたちの姿がほほえま しかったですね。

この後、大昌寺に向かい、ご住職の杉浦 さんか ら時の鐘についてお話を しても

らい、いよいよ時の鐘の実演です。

杉浦ご住職といつしょに時の鐘の実演

なお、当 日は 日本大学芸術学部の女子大生による作品制作のための撮影 もあ

ま した。
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引き続 き、夕方午後 6時 か ら、金子橋地区セ ンターにて 「ちょこっ と夕涼み

会」の第二部を開催 しま した。

参加者 の皆 さんは、これ までに も日野宿 の写真 を提供 していただいた方 々が

ほ とん どで したので、日野用水 に関連 した写真 のほか、出席者それぞれの方か ら

提供 していただいた写真 を見ていただ きなが ら、若 か りし頃の思い出話 しを交

えて 1時間半ほ どのタベ を楽 しみま した。

ノ＼坂の祭 り写真晨 (第 80弾 )

9月 1日 (金 )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 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。早い もので この人坂

の祭 り写真 展 も今 回 で 10回 日とな りま

した。

玉垣 に 25点 、竹間家 フェンス 5点 、森

町消防器具置場 の壁 面に 15点。計 45点
を展示 しま した。

新 た に製 作 され た東 コー スの昨年撮影

の写真 6枚 (井 上博 司氏撮影)は森町消防

器具置場の壁面に現在 も展示 中です。

||‖ ||          ||||

八坂神社の王垣に展示された

写真パネル

森町消防器具置場の壁面
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日野―中生徒 と用水清掃 (番外編 )

10月 10日 (火 )、 午後 4時か ら日野一中生徒会の呼びかけで、 日野宿発見

隊 (4名 )と の合同で、 日野用水清掃に取 り組みま した。

昨年 に引き続 き、 100名 を優 に超 える生徒や先生が参加 して くれま した。

各部活のメンバーが一回 となって参加 して くれたよ うです。事前の連絡では参

加者が少ないかもしれない との話で したので、これには うれ しい悲鳴。

1時間ほどの作業で したが、これだけの人数だ と実に仕事がはやいこと。結局、

ボランテ ィア袋 40袋 を超 える収穫 (?)が あ りま した。今回は空き缶や瓶は少

なくて、ほとん どが水草や雑草で した。

そんななか、体育館脇の流れのなかでは、水草に隠れていた小魚やザ リガニが

現れて歓声が上がった りもしま した。

日野=中前の用水清掃の様子

家庭科クラプの皆さんに

よる豚汁に感謝 1

作業終了後には、家庭科 クラプの皆 さん手作 りの豚汁 をいただきま した。天気

もよく暑い くらいの陽気で したが、労働 の後の一杯は最高で した。創立 70周 年

を迎 えた 日野一中の皆 さん との楽 しいひ と時で した。校 内を用水が流れ るとい

う素晴 らしい環境 をこ うした取 り組み を通 じていつまで も大切 に していって も

らいたいですね。

なお、 10月 には創 立 70周年の記念式典に 日野宿発見隊メンバーがお招 き

を受け、皆 さん とともにこの慶事 を祝いま した。
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まち歩 き会 「日野宿 ミステ リーツアー」 (第 81弾 )

12月 2日 (土 )初冬の 日野宿を訪ねるまち歩 き会 を開催 しま した。今回は、

参加者の皆 さんには訪ねる場所を公開せず当 日のお楽 しみ としま した。

天気 にも恵まれ、本々の紅葉 をめでなが ら、今回特別に公開 していただいた松

本保氏、佐藤元雄家、有山董家の 3軒 を訪ねま した。

案内人は市内在住の建築家川崎和彦 さん。加 えていつ ものよ うに説明補助者

多数。

1軒 日は松本保家。 松本 さんは 日野宿発見隊のメンバーにとつてな くてはな

らない方です。日頃か ら日野宿についていろいろ教えていただいています。市内

で も相 当の古本である柿の本 と、近隣の方 と共同で祀つているとい うお稲荷 さ

んな どを見せていただきま した。

松本保家

2軒 日は佐藤元雄家。写真の家屋は、

とい うそ うです。

北原の共同稲荷社

「男造 り」の 日野宿 本 陣 に対 し、「女 造 り」

熱の入つた谷副代表のレク

チャー

ヽ
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佐藤家の庭には富士塚も

最後 は 日野宿の東外れにある有山董家。佐藤彦五郎の四男彦吉 さんが養子 に

入つたお宅で、日野宿か ら移設 された「上段の間」を見学 させていただきま した。

有山家 と言 えば、御 当主のご尊父有山松 さんは現在の公共図書館 の礎 を築かれ

た方です。普段は非公開の ところを特別に見せていただきま した。

初冬の半 日、 日野宿内に残 る歴史の息吹を感 じ

す。

中庭の色鮮やかな

紅葉

る ま ち 歩 き会 と な つ た よ うで

まち歩き会「日野宿周辺の野革 を探 しに」 (第 82弾 )

平成 30年 3月 26日 (月 )、 午前 9時半か ら正午まで、 日野図書館 を出発 し

て、旧渡船場道か ら多摩川 の河川敷まで、春の野草を求めてまち歩 き会 を開催 し

ま した。

参加者は児童 4名 と大人 9名 にスタッフ 9名 を加 えて、計 22名 で した。

t

上段の間
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点呼後、いざ出発 !

参加者一同、図書館で用意 した植物

図鑑 を片手に、そ こここに咲き乱れ る

春の植物の観察・採取。そのあ と、河

川敷 にビニール シー トを広げ、事務局

差 し入れの ヨモギ団子を楽 しんだあ と

は、子 どもむけにばばばあちゃんの絵

本『 よもぎだんご』(さ とうわきこ/作・絵)

の読み間かせが行われま した。

今回は採取 した草花をその場で食ベ

ることはできませんで したが、参加者

のなかには ヨモギな ど持 ち帰 り、テキス トを参考に料理 を しよ うと意気込む方

もいま した。 うまく料理できるといいですね。

晴天に恵まれ、公園の桜の花 もひ ときわ美 しく、気持 ちのよいまち歩き会で し

た。

なお、図書館に無事戻つたあと、参加者には 日野宿発見隊特製のク リアファイ

ルがお土産 として渡 され、散会 とな りま した。皆 さんお疲れ様で した。       ｀

早速、見つけたノビルをゲット

本日の成果 どれもおいしそう :

９
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