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《 年頭所感 》
小林清次郎

「一年の計は元旦にあり」年の初め
に旧年中の一切をきれいにリセット
して新たな決意で出発をと人々は考
える。時の変わり目を上手に利用して
心機一転を期すのである。楽習だより
を、かつての月末発行から１日付発行
とする時にそんな思いを強くした。月
末発行では、どうしても過去の結果報
告のような印象になる。それが１日付
ならば未来に向かう新しい一歩であ
るとの意識が明確になる。
この発行はボランティアの交流や
自主学習としての目的もあるが、情報

始めませんか 楽しい生涯学習ボランティア
== 説明会のご案内 ==

日時：第 1 回 平成 30 年 2 月 6 日（火）午後 2 ～４時
第 2 回 平成 30 年 2 月 8 日（木）午前 10～12 時

※第 1 回、第 2 回とも同じ内容です。都合のよい日時に
ご参加ください。

会場：府中市生涯学習センター ２階研修室
主催：府中市生涯学習ボランティア「悠学の会」

発信活動を「ものづくり」と考える
なら、その品質向上のためには不断
の工夫が必要だ。そしてこの市民向
け情報誌が、市民の方々から有為な
存在と思われるよう努める意識が
欠かせないと思っている。
冒頭の言葉は毛利元就によるも
のだが、その本来の意味は「元旦は
屠蘇を飲んで祝うことではなく、年
の初めに一年の事をじっくり考え
ること。それが本当の祝いなのだ」
という。今年は新たな出発につい
て、熟慮の年にしたいと思う。

（生涯楽習だより編集長）

＜読者投稿＞ 私の好きな散歩道（美好町 田井美和子）
ふれあい会館横より下河原緑道に入り５~６分歩くと南武
線の跨線橋に至る。その手前を左折して、
桜並木の続く崖上の道を右下に線路を見な
がら進むと、善明寺の正面に出る。そこか
らは、多摩の山々、大國魂神社の森、運が
め良ければ富士山も眺られる。神社までの
り密やかな道のだが、春の桜、跨線橋から
見た雪景色の線路が印象に残っている。
「生涯楽習だより」投稿募集
◎私の生涯学習・私の好きな府中の場所や風景（200～400 字）
◎俳句・川柳・短歌・写真（簡単な解説付き） など
＊原稿は、氏名、連絡先記入の上、学習センター1 階の
学習情報コーナーのボックスへ投函してください。
掲載の可否は、編集部に一任願います。原稿は返却いたしません
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生涯学習センターを中心に活動する

自主グループの紹介
生涯学習センターを中心に活動している美術系のサークルはたくさんあります。
今回は、絵画を楽しむ自主グループをご紹介します。

水彩画 オリーブの会
私たちは透明水彩絵の具を使って、各人が自由に、静物・
風景・人物などを楽しみながら描いているサークルで、元ＮＨＫ
学園講師の柳由美子先生にご指導を受け、既に 12 年になりま
す。毎年秋に府中市生涯学習センターの３階ロビーに作品を
展示して 1 年間の学習成果を発表しています。
活動は、教室内での静物・植物のスケッチや、戸外での写
生、あるいは個人的にスケッチしてきた風景やお気に入りの写
真などを、絵画として描き上げることを主たる
こととして、定例的に行っています。現在の
会員は 50 代から 80 代の 13 名ですが、理想
的には 20 名ぐらいで活動したいところです。
絵は、文字などと同じように繰り返すこと
で誰でも描けるようになり、楽しくなります。
また、絵に親しんで得られた審美観は、これ
からの人生にいい意味での変化を与えてく
れます。ぜひ見学においでください。

活動場所： 生涯学習センター、中央文化セン
ターおよびプラッツ （ル・シーニュ）
活動日： 月２回
（第２、第４水曜日の午後２〜４時）
【連絡先】 小椋 （おぐら） 090-8729-3902

植物画 さつき会
私たち自主グループ「さつき会」は、来年で 20 周年を迎え
ます。現在 15 名の会員で、月１回第３金曜日午後１時から２
時間半、リラックスしたムードで、自分たちの描いてきた植物
画を先生にご指導いただいています。細密な描写の植物画
は、時間がかかりますが、それ故上手く出来上がった時の喜
びはひとしおです。
また、自分で育てた花を描くのも楽しみです。
それまで、絵筆を持ったこともなかった人たちでも、先生に
見ていただくことで、励みになり、楽しく続けています。
名前のとおり、年に一度５月に展示会を行っていて、皆さま
に見ていただくことでもっと上手に描きたいという意欲をたか
め頑張っています。少しでも興味をお持ちでしたら、ぜひ見
学にいらしてください。お待ちいたしております。

活動場所： 生涯学習センター３階美術室 他
活動日： 毎月第３金曜日午後１時～３時半
指導者： 西村俊雄先生（植物画家・国立科学
博物館植物画コンクール審査員）
【連絡先】 蓼沼 （たでぬま） 042-362-3669

植物画とは・・・
植物の形や色をありのまま正確に表現した絵のことです。ですから、実物と同
じ大きさで画用紙に再現します。透明水彩絵の具を、面相筆のような細い筆で
何回も塗り重ねていきます。基本的には背景とか花器などは描きません。
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生涯学習 この人に聞く

その

⑬

お正月の伝統行事“どんど焼き”のお世話をする
土方 文男さん（四谷）

どんど焼き点火

“どんど焼き”は、もともと小正月(1 月 15 日)に行われる火祭りで、竹と稲わら
でできた円錐形の小屋（サイノカミとも呼ばれる）を燃やし、一年の無病息災
を祈る地域の伝統行事です。府中市域で今も引き継がれているのは押立と四谷
の両文化センターだけになりました。
今回は、四谷で長くお世話をされている土方さんに、お話をお聞きしました。

四谷の“どんど焼き”は、どの
ように行われますか？

縛って出来上がります。竹の切り
出し、運搬、専用の道具を使っての
今年は、1 月 6 日(土)に小屋の組 竹割りなどは、大勢の若い力が必
要で、最近は八中の生徒さん約 10
み立てを行います。場所は四谷文
名も喜んで手伝ってくれます。ま
化センターの園庭。作業にはコミ
協の役員、自治会をはじめ、消防団、 た、その上に稲わらの囲いを取り
青年会、PTA、中学生などさまざま 付けるのも大勢の共同作業です。
ベテランの指示で、総勢 60 人くら
な地域団体の方々が参加します。
そして出来上がった小屋は 1 週 いで、半日で組みあがります。
間園庭に展示され、1 月 14 日(日)
点火の朝はどんな様子ですか？
の朝 8 時に地域の人々が集って点
準備にかかわった人々100 人以
火します。
上、地域の皆さん約
500 人くらい
毎年、中日の水曜日には、日新・
四谷の小学２年生が小屋を見学し、
課外授業を行って、伝統行事を学
ぶのが恒例となっています。
また、点火の前夜には、準備にか
かわった 100 人近くの関係者が集
まり、小・中学校の先生や市の職員
も一緒に、お酒を持ち寄り、にぎや
かな前夜祭が行われます。
小屋づくりに苦労しませんか？
まず材料の調達から始めます。
幸い四谷にはまだ農家がたくさん
あり、水田や屋敷林も残っていま
す。農家の皆さんのご厚意で、竹と
わらは提供いただいています。
写真のような円錐形の小屋の骨
格は、12 本の青竹の柱を先端で結
び、割裂きした竹の横帯を荒縄で

小屋づくり

お団子焼き

土方さん

土方さんがかかわるようになっ
たきっかけは？
昭和 48 年（1973）から四谷に住
み、勤めがある間はイベントに顔
を出す程度でした。15 年前、自治
会の役員を始めたのをきっかけに、
本格的にかかわり、さまざまなお
世話をするようになりました。
その結果、地域の多くの方と知
りあえました。私が知らない方か
らも声をかけられ、あいさつされ
るのは大変うれしいことです。
これからも伝統行事を長く引き
継いでいくためには？

が集まるでしょうか。お団子を 350
個用意して、長い篠竹の先に刺し、
イベントに参加した子どもたち
焼け落ちた残り火で、各自焼くの
や若い世代が、この共同作業の楽
ですが、数が足りなくなります。
しさを味わい、次の世代に伝えて
四谷の“どんど焼き”にはどのよ いってほしいと思います。また、
“どんど焼き”の材料が手に入る
うな特徴がありますか？
竹林や田んぼをいつまでも残して
地元の材料で、地域ぐるみで行
ほしいです。
事を楽しみ、子どもたちに、伝統を
一人では無理です。四谷のまち
伝えていっていることでしょうか。
のために皆さんのご協力をお願い
コミ協と学校の連携もうまくいっ
します。
（記・奥野英城）
ていると思います。
四谷では、昭和 63 年（1988）か
インタビューを終えて
ら文化センターの伝承行事として
コミ協会長の土方さん、センター
始まりました。住宅環境の変化に
所長の山元さんのお話を伺うほど
よって、場所は広い田んぼから２
に、地域のためにしっかりと関わっ
年前文化センター園庭に移り、小
ておられる姿がはっきりと見えて
屋も小さくなりました。
きました。小・中学生も参加、頼も
今は環境汚染の問題から、しめ
しいかぎりです。しっかり継承して
縄などの正月飾りのお焚き上げは
くれることでしょう。
行っていません。
（記・鈴木禎治）
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国分寺市
小金井市

ふちゅう東西南北

境界線廻り

～新町３丁目～

府中市の地形は多摩川を背にして蟹のような形をしています。
今回は市の北部方面、 蟹にたとえれば頭あたりの
尖った部分、新町３丁目を歩いてみました。

市境の商店街

市になります。小さな三叉路ですが、
写真①は、右側が小金井市、左側は ここは 3 市が接する点
府中市ですが、両側に府中市新町の になります。幹線道路
｢しんまち」という標示がありました。 ならば、大きな道路標
かつては市境などを意識すること 識がありますが此処に
もなく共存共栄の商店街だったよう は何の標識もありませ
ですが、昨今は時代の波に押され空 ん。
④
き店舗が目立ちます。
さて、探し求めてい

①

②
商店街を通り過ぎて振り返ると、
写真②の地点になります。右側がし
んまち商店街、真ん中は小金井市、左
手は同市の幼稚園です。この幼稚園
は小金井市の児童だけでなく府中・
国分寺の児童も受け入れています。
さすが市境というのでしょうか。
隣接３市が交わる地点
右写真③は府中から
国分寺方向を望む地点
です。右側の住宅が小金
井市、左側の一戸建てが
府中市、左に入る道路が
「元町通り」で、その先
のマンションが国分寺

③

た隣同士が他市の例を発見しました。
右写真④にある左側のビルは府中市、
右側は国分寺市に所在します。ちょ
うど２つのビルの間に市境があるこ
とになります。大きな発見とばかり
に心を弾ませて、「子供の学校は？」
「選挙の投票所は？」
「役所の手続き
は？」と市境ならではの利便につい
て質問をぶつけてみようとそこにい
た方に声をかけてみました。
しかし、そこは個人宅ではなく車
販売と飲食関係のビル。市境である
ことを尋ねても「それが何か？」とい
う感じで、境界など意識している印
象は感じられません。毎日働いてい
る方にしてみれば、所番地がどこで
あろうと勤務先という以外に取り立
てて関心はないような印象でした。
境界に近い国分寺市の交番でも
話を聞きました。
「市の内外に拘わら
ず、緊急時にはす
ぐに対応すること
が重要。事件・事故
がどの地点で発生
したかで事後的に
管轄署が決まるこ
ともあるが、特別

編集後記 お正月はいかがお過ごしでしょうか。今号の３面
では四谷のどんど焼きを取り上げてみました。みなさんもお近
くのお正月行事に参加してみてはいかがでしょう。
また、１面の「散歩道」を歩いてもよし、４面の「境界線」
を歩いてもよし。参考にしていただければ幸いです。
今年も元気に過ごしたいものですね。
（記・井口文江）

４

に境界が問題になることはない」
確かに交番に駆け込
めば、「何が起こった
か」が問題で、
「どこの
市民であるか」などは
二の次の問題ですね。
市境の歴史を辿ると
市境の国分寺側旧
家で伺うと、昭和初期この付近は農
地や林ばかりで当時の農道や林道
が境界線として残っているのだろ
うとのこと。現在の JR 中央線が敷
設されたころ、付近は原野で、昭和
20 年代になると原野や林が宅地と
して切り拓かれ新町付近には多く
の住宅建設がなされたようです。
市の北部を通過する大きな東八
道路があるため、新町３丁目は府中
市の孤島のようにも見えます。しか
し、逆に市境の利点で付近を小金井
行きの路線バスや、国分寺のコミュ
ニティバス「ぶんバス」が通ってい
ます。都心に向かう時は小金井駅行
き、郊外に向かう時は国分寺駅にと
隣市の交通を都合よく利用出来る
ので、市内に向かうよりも便利な生
活と言えるかも知れません。
街を歩いてみると、普段は車で
通り過ぎていた何気ない景色の中
にも興味深い情景が見えてきま
す。今回は自分にとって初めて足
を踏み入れる地域でしたが、貴重
な知識を得る体験になりました。
（記・小林清次郎）
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