
 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                          

                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

大きく変容した多摩市では、開発前

の地域の様子や日々の営みを覚えてい

る方はごくわずかです。2012年に逝去

された唐木田の峰岸松三さんはそんな

お一人でした。生前にはその素晴らし

い記憶力をもとに、多数の書籍を執筆

されました。 

ここに紹介する『今昔「くらしぶり

図絵」』もその一作で、開発前の唐木田

の 1 年間の生活や行事を、農家に生ま

れた峰岸松三さんの視点から記された

ものであり、たいへん貴重な地域資料

となっています。このシリーズでは『今

昔「くらしぶり図絵」』を、特に植物な

どの視点から読み解いていきたいと思

います。 

三月の候では「屋根葺き」が紹介さ

れています。かつて農家の多くが茅葺

き屋根でした。茅とはススキやチガヤ

のことで、昔は各所にある村の共有地

に茅場と呼ばれる草原がありました。

冬にススキの刈り取りをおこない、来

るべき屋根葺きに向けて毎年少しずつ

貯めて使用しました。屋根葺きには大

人数が必要で、「組合衆のユイ仕事」な

どでおこなったそうです。 

ところで、

大規模に開発

された多摩市

内でも昔の里

山の名残の雑

木林が点々と

ありますが、

茅場は見当た

りません。開

発で失われた

ほか、草刈り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がされなくなったために木が生えて雑

木林などになってしまったのではない

かと考えられます。 

茅場には、秋の七草で知られるキキ

ョウ、オミナエシなどや独特な植物が

生息していました。それらの多くは氷

河期に大陸から日本列島にやってきた

生物の子孫だと考えられています。山

王下にお住まいの田中登さんによる

と、かつて初秋になると丘が花で黄色

に染まるほどオミナエシが生えていた

そうですが、今は多摩市から絶滅した

と考えられています。茅場が失われた

現代では、草原の生物の多くが絶滅の

危機に瀕しています。 

茅場の草は、屋根材のほか、田畑の

肥料や家畜の飼料にもなっていました

が、現在の多摩ではことごとく用途が

失われています。茅場ほど社会生活の

変化の影響を大きく受けた場所はない

かもしれません。 

参考：『今昔「くらしぶり図絵」』（峰岸松三著、 
   私家版、1992年） 

   

からきだ菖蒲館からほど近い大松台

小学校は、みなさんにもなじみのある

小学校ですね。この「大松台」という

名前はどこから来たのでしょうか？ 

実は、この近くにはかつて「大松」

と呼ばれる、大きな男松(黒松)の生え

ている場所がありました。大正 3 年

（1914）に撮影された大松の写真を見

てみましょう。りゅうりゅうとした巨

大な姿が印象に残ると思います。大松

は、高さ約 46ｍ、幹の周りは 8ｍもあ

り、樹齢 500年と言われていました。 

残念ながらこの大松は、落雷により、

昭和 8 年（1933）に枯れてしまいまし

た。枯れる少し前の大正 15年（1926）

に、地元の大工 中田弥吉棟梁が、大松

の枝で「のし板」をつくっています。

「のし板」は現存しており、現在はパ

ルテノン多摩で所蔵しています。その

大きさからは、立派な大木であったか

つての大松を実感することができま

す。「のし板」を作った弥吉棟梁は、

落合白山神社の屋根の葺き替えをおこ

なうなど、地域の神社や住宅を手掛け

た棟梁でした。 

さて、それでは、大松がどこにあっ

たのかを地図で探してみましょう。大

正 10年（1921）の地図を見てみると、

ずばり「大松」と書かれた場所があり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。これを現代の地図にあてはめて

みると、今の鶴牧中学校のあたりだっ

たことがわかります。 

大松のあった場所は標高が 162.5ｍ。

見晴らしの良いこの場所は、市内で最

も高い場所でした。大正時代には落合

青年会の運動場にもなり、春と夏には

運動会がおこなわれました。峰岸松三 

さんが描かれ

た大松台の絵

をみてみまし

ょう。中央に

は、中組青年

団が築いた塚

があり、その 

周りに走るコースがありました。一周

が 200ｍもあったそうです。 

このように「大松台」は、地域の人々

に親しまれた思い出の地名でした。由

来となった大松はすでに枯れ、大松台

の運動場もなくなってしまいました

が、「大松台」の呼称は、平成元年（1989）

新たに開校した｢大松台小学校｣の名前

として、現在も生き続けているのです。 

参考：公益財団法人多摩市文化振興財団 2001『地 
域文化の源流』、多摩市都市整備部都市計画 
課編 1992『多摩市の町名』 

多摩市立唐木田コミュニティセンター 〒206-0034 多摩市鶴牧 6丁目 14番地 TEL: 042-338-6333  休館日：第 2・第 4 月曜日 

 ※唐木田図書館休館日：毎週月曜日、祝祭日 ※和カフェ定休日：毎週月曜日、祝祭日  

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。首都大学
東京・東京医療学院大学非常勤講師。 

筆者紹介：仙仁 径(せんに けい) 
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。多摩市み
どりと環境審議委員。「多摩の谷戸と農のい
となみ」「多摩ニュータウン植物観察記」な
どの展示をてがける。 

三月の候 

『今昔「くらしぶり図絵」』を植物から読み解く（１） 

 

 

『今昔「くらしぶり図絵」』より 

 

 

 

 

 

 

 

【左】大正 10 年測図 2 万 5 千分の１地形図「町田」（『大正・昭和 東京
周辺１万分１地形図集成-京葉・京浜・多摩地区-』柏書房） 

【右】国土地理院の電子地形図（タイル）に点線・点を追記して掲載 

■Masami Millsap 

ハワイにて長年 Tunui Tully

氏に師事し「Orama」の称号

を与えられた。 

Tunui’s Orama Dance 

Studio の主宰代表。板橋、

練馬、横浜、群馬にてクラス

開催中。 

 

しょうぶかん 

■Tunui Tully 

タヒチアンダンス界の

パイオニア的存在。舞台

監督、振付師、衣装デザ

イナーでもあり、数々の

彼の衣装がベストコス

チューム賞を受賞。日本

校へは定期的に来日し

指導。 

発行： 2017 年 2 月 26 日 （隔月発行）     No.041 
唐木田コミュニティセンター運営協議会 編集： 広報部会 

公式ホームページ：http://karakida.org/ 

メールアドレス：info@karakida.org 

 

橋場万里子  多摩の歴史さんぽ（２） 仙 仁  径 

 

大松／『写真で綴る多摩 100年』より 

「大松台」の由来 

 

◆ ３月１８日(土) 開場 17:30 開演 18：00 

会  場： ロビー   入場料：￥500 (小学生以下無料) 

出  演： TUNUI’S  ORAMA  DANCE  SCHOOL 

主  催： 文化部会 

  
 

 

 

タヒチアン、フラ、ハッパハオレフラ、エキゾチカ、サモアなど 

バラエティ豊かなダンスをお楽しみください。 

友情出演校：フラハラウロコマイカイ、オリノラニ フラスタジオ 

   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

大人のためのクラフト Vol.３  

～ 簡単に作れる鯉のぼりステンドグラス ～ 

☆日 時：3月 11日(土) 9:40～12:00 

☆場 所：1階第１会議室  

☆定 員：10名 要予約(受付 10:00～) 

☆参加費：1000円(材料費込み)   

☆主 催：文化部会       

映画鑑賞会 

ハドソン川の奇跡 

2009 年 1 月､乗客 155 人を乗せた旅客機が、コントロールを

失い､ニュウヨーク・ハドソン川に着水したが､乗組員の適切

な措置で全員無事に生還した航空事故の映画化  

監督：クリント・イーストウッド 

主演：トム・ハンクス 

☆日 時：3月 3日(金) 上映 13:30～15:10 

☆場 所：2階ホール 

☆参加費：無料 (事前の申込み不要､直接会場へ) 

☆主 催：福祉部会映画同好会 

サルビア 

 

ハロー From Shobukan 

日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 65回 3月 19日(日) 9:00～11:00 
第 66回 4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 

からきだ菖蒲館広報紙 

トレニア 
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※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より 

絵本よみきかせ ～ おはなしのいす ～ 

☆日 時：3月 4日(土) 11:00～11:40 

     4月 1日(土) 11:00～11:40 

☆場 所：2階和室(事前の申込み不要) 

※絵本は誰もが楽しめ心を豊かにしてくれます 

☆主 催：福祉部会  

☆問合せ：042-376-4538（白石） 

 

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：3月 21日(火) 14:00～16:00 

     4月 18日(火) 14:00～16:00 

☆場 所：1階第１会議室 

☆参加費：無料(直接会場へ) 

     ※相談員は社協・包括の職員。相談内容は守られます 

☆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 

 

 

 

パソコン教室 

～ やさしい Windows10入門（初級） ～ 

☆日 時： 4月 20日(木)、27日(木) 

      5月 11日(木)、18日(木)、25日(木) 

☆場 所：第 2会議室 

☆定 員：5名(申込み先着順 受付 10:00～) 

電話受付可 

☆受講料：3000円(5 回分一括納入) 

☆機 器：ノートパソコン(Windows10)を貸与 

☆主 催：地域 ICT化支援特別委員会 

 

第 27回からきだ菖蒲館 地域健康・医療講座 

～ 救急時の対応要領について ～ 

☆日 時：3月 17日(金) 14:00～  

☆場 所：2階ホール 

☆参加費：無料（当日 直接会場にて受付） 

☆講 師：多摩消防署多摩センター出張所 

☆主 催：健康・スポーツ部会 

 

菖蒲館ウォーキング 

～ 尾根緑道 と さくら並木 ～ 

☆日 時：3月 28日(火) ※雨天の場合は翌 29日(水) 

☆コース：菖蒲館 ― 山の端 ― 谷戸池公園 ― 尾根緑 

道 ― 大賀藕絲館(おおがぐうしかん)― 日大

三高 ―(バス代 220円)― 唐木田駅東 

     （行程およそ 7キロ 3時間） 

☆集 合：9:00菖蒲館玄関前 

☆参加費：100円(保険代ほか) 交通費 

当日受付（事前の申込み不要）  

☆持ち物：飲み物、帽子、雨具等 

☆主 催：健康・スポーツ部会 

 

福祉セミナー 気づきにくい初期の認知症 

～ 周囲との関係が悪化する前に ～ 

☆日 時：3月 6日(月) 14:00～16:00  

☆場 所：2階ホール 

☆参加費：無料 

☆講 師：杉山恒之氏 

河北医療財団 天本病院 老年精神科 医師 

☆内 容：講義､質疑応答､認知症関連施策等の紹介 

☆主 催：福祉部会 

☆協 力：多摩センター地域包括支援センター 

 

 

 

☆日 時：3月 30日(木)～4月 1日(土)  
     ※詳細は後日、ホームページ、掲示板にて 

内容をお知らせします 
☆場 所：鶴牧西公園 古民家前 

☆主 催：桜まつり実行委員会 

みんなで楽しむワークショップ 

～ タヒチアンダンスを体験してみましょう！～ 

☆日 時：3月 18日(土) 14:00～15:00 

☆場 所：2階ホール 

☆講 師：Masami Orama Millsap 

☆参加費：無料 要予約(受付 10:00～)   

☆持ち物：飲み物､タオル､動きやすい服装 

☆主 催：文化部会 

（2016年アメリカ映画） 

 

花いっぱい運動でつくる“絆” 

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花で

いっぱいです。協力員の方々とご一緒にご参加下さい。 

☆日 時：3月 18日(土)10:00～ 

     4月 15日(土)10:00～ 

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 

☆主 催：まちづくり部会  

 

 

菖蒲の会（高齢者食事会） 

～ 桜の花も、もうすぐです・・・！みなさんとご一緒に食事をしながら 

楽しいひとときを過ごしませんか！～ 

☆日 時：3月 24日(金) 12:00～13:30 
☆場 所：1階ギャラリー 

☆対象者：市内在住の 75歳以上の方 

☆参加費：1人 300円 

☆定 員：15名(申込み先着順、受付 10:00～) 

     ※本人が直接申込み下さい（電話可） 

☆献 立：ひじきごはん､魚のホイル包み焼き､茶碗蒸し､ 

おひたし、香の物、デザート 

☆主 催：福祉部会   ※アレルギーの方はご相談下さい 

デージー  

平成２９年度「団体登録」のお知らせ 

＊4月 1日以降の貸室予約には再登録、新規登録にか

かわらず、新年度の登録手続きが必要となります 

＊登録の受け付けは 2月 1日より開始しております。 

鶴牧西公園 

南鶴牧小学校合唱団 
さくらコンサート 

～清らかな歌声 春風にのって！～ 

☆日 時：3月 20日(月・祝) 10:30～ 

☆場 所：ロビー （入場無料） 

☆主 催：文化部会 ☆後 援：児童館 


