
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ペンギンのまねをするキリン』と

いう本を出版したオメデタイ夢を見た

のは 1986 年 1 月。夫にほめられたの

で調子に乗ってストーリーを書きとめ

る。途中まで書いたところで私、決意

したんです。がんばって物語を完成さ

せて売り込むぞ！…ではなく、書くの

をやめるという決意。生来、飽きっぽ

い怠け者で努力は大の苦手。空想妄想

が得意というだけで作家になれるはず

もない。なので、やめることにした…

のではありません。 

話はさかのぼりますが―― 

「めぐみ」という名前は祖母が聖書

からつけてくれました。高校時代には

友人に誘われて教会に通ったこともあ

ったけど残念ながら続かず…。大学に

入ると怠け者全開で毎年進級が危ぶま

れるもセーフ。でも就活には乗り遅れ

た。卒業間際に多摩美大の研究室に拾

ってもらい多摩美残留(感謝)。同時期、

多摩美が他大から呼び寄せた夫と出会

い結婚へ(感謝×∞)。 

ところが、借りるはずのマンション

が他の人に貸されてしまうというアク

シデントに見舞われる。次に紹介され

た桜ケ丘の借家は予算オーバー。でも

気に入っちゃったので家賃を値切り、

入居を果たすとお隣さんは宣教師だっ

た！ 神様からは逃げられないんだっ

て思いました。 

多摩美を退職して専業主婦になった

私は、夢で見たキリンのお話を日がな

一日想像したり、書いてみたり、また

も怠け者の日々を送りながら「こんな

んでいいのかなあ」と。で、お隣さんに

聞いてみたんです。「私、これからどう 

 

今からちょうど 200 年前の文政 3 年

(1820)、一之宮小野神社(多摩市一ノ

宮)の神輿が新調されました。この神輿

は国分寺の本多八幡神社に譲られ、現

在も使用されています。神輿建立から

200 周年にあたる令和 2 年(2020)4 月

の末社祭りで小野神社に里帰りする予

定でしたが、残念ながら新型コロナウ

ィルス感染拡大防止のため見送られま

した。今回はこのお神輿についてみて

みましょう。 

神輿が新調された時の古文書が、小

野神社の神主を務めた太田家に残され

ています。それによれば、神主の新田

主水
も ん ど

、太田左門
さ も ん

のほか、杉本清右衛門、

山口吉兵衛、新田磯右衛門、新田久衛門

らが世話人となり、落川村大工の中村

茂七、和田村の漆匠・庄兵衛、江戸市ヶ

谷の鉄物師・鎮太郎がかかわって神輿

は製作されたようです。 

この年 1 月に書かれた連光寺村名主

の富澤家の日記には、新田磯右衛門ら

が神輿の費用を集める「勧化（かんげ）」

のために富澤家を訪れた記事がみら

れ、近隣にも出資を募って作られたも

のだったことがわかります。5 月には 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生きていけ

ばいいのか

な？」。する

と「神様が、

めぐみさん

に願ってい

る事をして

いけばいい 

んじゃない？」という答え。自分のし

たいよぉ～に勝手気ままに生きてきた

結果は体験済み。 

「よし、神様が願っている事をして

生きていこう！」 

意気込んではみたものの、それが何

なのかがわからない。「今やっている

ことをやめてみたらわかるかな？」

と、キリンのお話を書く事をやめよう

と決意しました。 

同時に「もしも、もしも『キリンのお

話を書く事』が『神様が私に願ってい

る事』なら、いつかきっと書く時が来

る。その時には書かずにはいられない

だろう」と、何の根拠もないのに確信

したんです。 

ともあれキリンくんはノートに閉じ

込められたまま、暗い押し入れにさよ

うなら。 

でもね、そのキリンくんが時おりガ

サゴソモゾモゾと動くものだから、私

は神様に聞きました。 

｢お話を書けっていうことですか？｣ 

しょうぶかん 
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神輿はできていたようで、5 月 3 日に

は小野神社の氏子たちから府中の六所

宮（ろくしょぐう・現：大國魂神社）に

対して、｢神輿を新調したので(くらや

み祭りの際に)新たに御旅所まで神輿

を渡御(とぎょ)させたい｣という願書

が出されました。 

武蔵国には国司が赴任(ふにん)した

際に参拝する一宮から六宮までの神社

があり、総社である六所宮にはこれら

の祠が祀られています。一宮である小

野神社と六所宮の関係は密接で、くら

やみ祭りでは小野神社の神主である新

田家と太田家が神事で重要な役割を担

っていました。六所宮に祀られている

御本社と一之宮の神輿は、府中の人々

に加え小野神社の氏子たちもかつぎま

した。文政 3 年の神輿新調を機に渡御

の願書が出されたのも、その根拠とな

った先例があったのかもしれません。 

これ以降、小野神社の神輿はくらや

み祭りの際に本町の御仮屋まで渡御す

る慣例になり、「小野神社の神輿が来な

いとくらやみ祭りは始まらない」と言

われるほどでした。しかし、多摩動物公

園ができ、交通渋滞が発生すると昭和

34 年を最後に神輿の渡御はおこなわ

れなくなりました。また、現在の大人神

輿が昭和 8 年に作られたため、文政 3

年の神輿は昭和 11年に本多八幡神社

に寄贈されています。今回はコロナで

見送られましたが、近いうちに里帰り

が実現することを願っています。 

橋場万里子  多摩の歴史さんぽ（２１） 

 

文政 3年に作られた一ノ宮小野神社の神輿 

筆者紹介：橋場万里子(はしば まりこ) 
パルテノン多摩歴史ミュージアム(公益財
団法人多摩市文化振興財団)学芸員。東京
都立大学、東京医療学院大学非常勤講師。 

 
 

怠け者の決意 

岩佐めぐみ 『ぼくはアフリカにすむキリンといいます』 誕生秘話（２） 

筆者紹介：岩佐めぐみ(いわさ めぐみ) 
童話作家。多摩美術大学グラフィックデザ
イン科卒。多摩市で生まれた『ぼくはアフ
リカにすむキリンといいます』(偕成社)で
権威あるドイツ児童文学賞を日本人で初
めて受賞(2018)。学校その他で講演。 

㊧本多八幡神社神輿 

(『武蔵国一之宮』 

    より) 

㊦神輿建立世話人書上

（太田茂氏所蔵） 

中沢池公園 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

唐木田コミュニティセンター 総会開催 

去る 6 月 13 日(土)「第 10 回定期総会」は「新型コロ

ナウイルス感染」拡大防止のため書面審議による決議

とし、令和元年度の事業報告及び決算報告、並びに令

和２年度の議案が審議され、全議案が原案通り可決さ

れました。 

 

ハロー From Shobukan からきだ菖蒲館広報紙 

次号は 8 月 23 日 発行予定 

 

  

 

 

 

 

日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 105 回 7 月 19 日(日) 9:00～11:00 

     第 106 回 8 月 16 日(日) 9:00～11:00 
毎月 1 回実施(原則第 3 日曜日)     

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 

☆販売品：地元産の野菜など 

☆主 催：日曜朝市実行委員会 

 
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より 

 

花いっぱい運動でつくる“絆” 

みなさんのご協力で、駅前広場や菖蒲館は四季折々、

様々な草花でいっぱいです。お気軽にご参加下さい。 

☆日 時：7 月 18 日(土) 10:00～ 

     8 月 15 日(土) 10:00～ 

 

 

 

☆場 所：菖蒲館玄関前 

☆主 催：まちづくり部会 
※この活動は一般財団法人セブン-イレブン記念財団の助成を受けています 

福祉なんでも相談会 

～ 福祉、介護、認知症ほか 気になる事、悩み事、 

     どなたでもご利用できる身近な相談窓口です ～ 

☆日 時：7 月及び８月は休みです。 
ご相談のある方は直接、多摩市社会福祉協

議会にご連絡ください。TEL：373-5616 

      ※次回は 9 月 15 日(火)を予定 
☆主 催：福祉部会、多摩市社会福祉協議会 

     多摩センター地域包括支援センター 

 

 

菖蒲館利用のお知らせ 

7月 1日より制限付きで貸室業務を再開します 

・使用できるコマは午前と午後の 2 コマとなり、夜間

の貸出はありません。 

・７、８月の使用料はいただきません(市長コメントより)。 

・音楽室は 7、８月中の貸出は中止です。 

・調理室は７月中の貸出は中止です。 

・ホールでの発声・運動等、飛沫が飛ぶ活動や調理室

の使用は制限がかかる場合があります。 

・ご利用人数が下記の通り制限があります。 
 

 調理室 
第１ 

会議室 

第２ 

会議室 

第３ 

会議室 
和室 ホール 

利用人数

の上限 

６名 

(７月中止) 
６名 ９名 １２名 

６名 

(※1) 
50 名 

※1）運動、体操等は不可 

・使用当日は使用責任者氏名、連絡先等のご記入をお願

いします。 

・必ずマスク着用し、手指の消毒をお願いします。 

・部屋を使用するときは 2 方向の窓を開けての換気を

お願いいたします。 

・使用前後にお使いになった個所の消毒をお願いいた

します。（消毒液等はこちらで用意いたします。） 

・ヨガマットの貸出は中止いたします。 

＊8 月から通常開館を予定しています。 

＊インターネットでの予約受付は６月５日から再開し

ています。 

※この記事は 6 月 12 日現在のものです。 

最新の情報は、電話、掲示板およびホームページで

ご確認ください。 

 

 

からきだ菖蒲館まつり中止のお知らせ 

新型コロナウイルスの感染状況を受け、運営協議会で

協議の結果、今年度の「からきだ菖蒲館まつり」の開

催中止を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

一本杉公園 

新事務局長ご挨拶 

6 月 1 日付で事務局長に就任いたしました青木亜寿佳

(あすか)です。これまで菖蒲館スタッフの一員として

充実した経験をさせていただきました。これからは事

務局長として責任の重さは全く違うものとなり、身の

引き締まる思いです。地域の皆様に愛される「からき

だ菖蒲館」を支えていけるよう、スタッフと共に精一

杯努力してまいります。これからも菖蒲館をよろしく

お願いいたします。 


