
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京王線の終点八王子からスクールバ

スで多摩美術大学に通うこと 9 年。落

第したわけじゃなく(危なかったけど

ね)、卒業後 5 年間、多摩美で働きまし

た。 その間に夫と出会い 1985 年 6 月

に結婚。 

最初に住んだのは聖蹟桜ヶ丘の借

家。それから鶴牧、鶴牧、落合……と、

多摩市の中で 3 回の引っ越し。キリン

くんと出会ったのは桜ケ丘時代です。 

1986 年 1 月、私はとっても短い、そし 

てものすごくクリアーな夢を見ました。 

目が覚めて「『ペンギンのまねをする

キリン』という本を出した夢を見たよ」

と夫にいうと 

「へえ、どんな話？」と聞いてくる。 

「読んでないからわからない」と答

えると「おもしろい題名だから考えて

みたら？」と。 

その日、多摩美では学生の年度末試

験でした。私は試験監督だったけれ

ど、どうしたらキリンがペンギンのま

ねをするのか、すむ場所の違うキリン

とペンギンがどうつながるのか……と

いうことで頭がいっぱい。今なら SNS

で友だちになれちゃうけど、なんせ 34

年も前のことですから。 

そして「あ、手紙だ！」と、試験監督 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多摩市内には、昔から人々の祈りを

受け止めてきたさまざまな石仏が建っ

ています。そのうちのひとつが、今回

ご紹介する「西向き地蔵」です。永山駅

から徒歩 5 分ほどの場所にある祠
ほこら

のな

かにひっそりと建つこの石仏の前には

いつも花が活けられおり、地域で大切

にされていることがわかります。しか

し、「西向き地蔵」はその名前とはうら

はらに、実は東を向いています。 

まずはじっくり見てみることにしま

しょう。正面には「奉造立庚申供養諸

願成就所」と記されています。これは、

60 日に一回めぐってくる「庚申
こ う し ん

」の日

に皆が寝ないで夜を明かす「庚申講」

を、3 年間 18 回など一定数おこなった

記念に建てられた「庚申塔」であること

を示しています。庚申の日の晩には人

の体内にいる「三尸虫
さ ん し ち ゅ う

」という虫が、寝

ている間に身体を抜け出し、天帝にそ

の人の悪事を告げ口に行くと信じられ

ていました。告げ口された人は病にな

ったり寿命が縮まるとされ、それを防

ぐために、皆で眠らずに夜を明かす「庚

申講」がおこなわれたのです。多摩市

には庚申塔が 40 基ほど残っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中に、お話の大筋が浮かんだんです。学

生たち、カンニングし放題だったかも。 

夜、夫に聞いてもらうと「おもしろ

ーい、書いてごらんよ」と絶賛してく

れたので、翌日から私はさっそくノー

トに向かいました。キリンやクジラの

絵も書きそえて。といってもメモのよ

うな落書きのようなもので、本になる

なんて夢のまた夢。 

 だって、国語の時間に作文、詩、読書

感想文は書いたけれど物語を書く勉強

はしたことがない。本を出すとか作家

とかムリムリ……もう別世界のこと。 

 だから自分だけの楽しみで書きつづ

りました。 

ふりかえれば、幼いころスケッチブ

ックやノートがあれば楽しく遊べた一

人っ子の私。美大はその延長です。け

れどデザイン科を卒業してもデザイン

の仕事に就くでもなく、研究室に残っ

たので何かしないと格好がつかないか

らと絵本に挑戦。「クレヨンハウス絵本

大賞」に応募、落選。 その時は、将来

クレヨンハウスに自分の本が並ぶなん

て想像もしなかったなあ。 

1986 年 3 月に多摩美を退職し、あて

もなく専業主婦に。 

27 歳にもなって夢で見たことを落

書きする日々でいいのか、私。 子供の

時と同じじゃん……という考えもよぎ

る中、すでにキリンくんは私の心に引

っ越しをすませていました。 

しょうぶかん 
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「西向き地蔵」には、弓や鎌型の矛な

どを持ち、憤怒の形相をした像が彫ら

れています。これは「青面金剛」と呼ば

れ、病魔退散や疫病を防ぐ存在と考え

られていました。像の周りには太陽や

月なども配され、足元には「見ざる」

「聞かざる」「言わざる」の三猿が彫ら

れています。像の左側には「正徳二年」

(1713)という年号、｢乞田村瀧上｣とい

う地名、「佐伯右衛門」ほか 8 名の建

立者たちの名が記されています。すぐ

近くに「滝の上公園」があるので、「乞

田村瀧上」もこの付近の地名と考えら

れ、佐伯氏ほか近隣の人々が願いを込

めて建立したと思われます。 

では、｢西向き地蔵｣はなぜ東を向い

ているのでしょうか。隣に建てられた

石碑を読むと理由がわかります。実は

西向き地蔵は多摩ニュータウン開発の

区画整理のため、昭和 55 年に移転し

ていたのです。そこで東向きにならざ

るをえなかったのでしょう。しかし、

地元には｢西向きの庚申様は怒りっぽ

いから大事にしなさい｣という言い伝

えが残り、西向きであることに意味が

あったため「西向き地蔵」の名称が残っ

たようです。 

かつては胡桃
く る み

の木のそばにあったと

される西向き地蔵は、子どもの病気に

ご利益があると信じられ、日野市方面

からもお参りに来る人がありました。

これからも地域を見守り続けてくれる

ことでしょう。 

 

橋場万里子 多摩の歴史さんぽ（２０） 

 

永山の「西向き地蔵」 

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。 

 
 

キリンくんがやってきた！ 

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（１） 

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。  

 

所在地：永山 1 丁目 

 

◆ ６月１３日(土)  17:30開場  18:00開演 

 会  場 ： ロビー     

入場料 ： ￥500 (小学生以下無料) 

出  演 ： 桃瀬 茉莉、渡邊 勇人 

曲  目 ： アルフィー、スターダスト、私のお気に入り、蘇州夜曲 

        Falling Leaves（桃瀬茉莉オリジナル）他 

主  催 ：文化部会 

 

～心を癒す ヒーリングジャズサウンド～ 

 

 

「心を癒すヒーリング・ジャズ・ピアノ」

をテーマに、心に響く美しいメロディを

大切に、季節の移ろいや空の表情をドラ

マチックに描いたオリジナル曲を作り、

届けている。厚木市出身。2 歳よりピア

ノを始め、桐朋学園大学音楽学部入学後

より全国各地でライブ活動を行いクリ

ス・ハートのバックにて NHK「SONGS」

などに出演。 

■桃
もも

瀬
せ

 茉
ま

莉
り

（ピアニスト/作曲家） 

仙台市出身、東京在住。16 歳からサック

スを始め、上京後、元 T-スクエアの本田

雅人氏、宮崎隆睦氏に師事。 Jazz の

YossyBigBand では、エリック・マリエン

サルとも度々共演。 

繊細で美しい音色とフレーズに定評が

あり全国各地で様々なアーティストの 

レコーディング、ライブサポート活動を

行っている。 

■渡
わ た

邊
な べ

 勇
は や

人
と

（サックス） 

ミュージック ビデオ 

｢Falling Leaves｣ 

桃瀬 茉莉 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで歌う おたまじゃくし講座 

～ いろいろな曲を楽しむひとときです ～ 

☆日 時：6 月 20 日(土) 14:00～15:00 

☆場 所：2 階ホール 

☆参加費：入場無料(事前の申込み必要） 

☆主 催：文化部会 

第 42回地域健康医療講座 

 ～ リズム体操 ～ 

☆日 時：6 月 29 日(月) 10:00～ 

☆場 所：2 階ホール  

☆参加費：100 円(保険代ほか) 

☆定 員：20 名(当日会場にて受付、先着順) 

☆講 師：徳野美智子氏 

☆持ち物：飲み物、タオル、室内用運動靴  

☆主 催：健康･スポーツ部会 

 

 

ハロー From Shobukan からきだ菖蒲館広報紙 

次号は 6 月 28 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 103 回 5 月 17 日(日) 9:00～11:00 
第 104 回 6 月 21 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：5 月 16 日(土) 10:00～ 

     6 月 20 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： 5 月 19 日(火) 14:00～16:00 

      6 月 16 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：6 月 11 日から毎週木曜 10:00～12:00 

☆場 所：2 階第 2 会議室 全５回 

☆定 員：5 名(申込み先着順 受付 10:00～) 

電話受付可 

☆受講料：2000 円(5 回分一括納入) 

☆機 器：ノートパソコンを貸与 

☆主 催：パソコン教室特別委員会 

※講習の内容及び日時については 
事務局にお問い合わせください。 

菖蒲の会（高齢者食事会） 

～ 新緑・若葉が美しい季節となりました。皆さんとご一緒

に食事・談笑し合って元気エールを交換しましょう ～ 

☆日 時：5 月 19 日(火) 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 
     （付き添いの方もご一緒にどうぞ） 

☆参加費：1 人 300 円 

☆定 員：18 名(申込み先着順、受付 4/26 10:00～) 
      ※本人が直接申込み下さい(電話可) 

☆献 立：わかめご飯、鶏肉の甘酢づけ、茶碗蒸し、
煮びたし、お吸い物、デザート 

※アレルギーの方はご相談下さい 

☆主 催：福祉部会 

菖蒲館ウォーキング 

 ～ 梅雨を味方に爽やかに ～ 

☆日 時：6 月 16 日(火)  9:00 菖蒲館集合 

☆コース：菖蒲館～大塚公園～ヒルトップ隧道 

～高幡不動  (約 8 ㎞、3 時間) 

☆参加費：100 円(保険代ほか) 

 当日直接受付 

☆持ち物：飲み物、帽子、雨具等 

※ 歩きやすい靴と服装で 
☆主 催：健康･スポーツ部会 

大人のためのクラフト ステンドグラス 

～ ちょっと早めの七夕作品 ～ 

☆日 時：6 月 6 日(土) 10:00～12:00 
☆場 所：1 階第１会議室 

☆定 員：10 名(要予約 受付 4/26 10:00～) 

☆参加費：1000 円(材料費込み)  

☆主 催：文化部会 

 

 

 

会  場 ： ロビー 

入場料 ： ￥３００ （ワンドリンク付） 
(中学生以下無料) 

       ※予約は受付まで（電話受付可） 

出  演 ： 岩佐 めぐみ 

主  催 ： 広報部会 

共  催 ： 図書館、児童館 

 

◆ ６月６日(土)  14:00開場  14:30開演 

 

岩佐めぐみさんの朗読会 
『 ぼくはアフリカにすむキリンといいます 』 

（2018 年ドイツ児童文学賞受賞作） 

 

Windows10 ※今後の状況により、各イベントの開催が変更される場

合があります。掲示板・ホームページをご覧ください。 

※臨時休館中でも日中(9:30～16:30)は電話受付します。 

（休館日の第 2、第 4 月曜日を除く） 

菖蒲館臨時休館のお知らせ 

緊急事態宣言の発令を受けて、菖蒲館は 4/13～5/6 まで臨時休館となります。 
休館中はお電話でのお問合せのみの対応となり、入館できません。したがって 
この期間はインターネットでのご予約もできません。 
（再開時期はホームページにてお知らせいたします） 

5/7 開館後の貸室予約は、ご希望曜日ごとに受付時間を分けて行う予定です。 

日時 5/7(木) 5/8(金) 5/9(土)~ 

9:30 抽選 

5/7 
～7/7 

木曜希望の方 

5/10 
～7/8 

日･月曜希望の方 

5/7 以前（休館

中のご予約）の

キャンセル手続

き再開 

10:30 抽選 金曜希望の方 火曜希望の方 

11:30 抽選 土曜希望の方 水曜希望の方 

午後より 5/7 以降のキャンセル、イベントの受付など 

※この記事は 4月 12 日現在のものです。 

最新の情報は、お電話、掲示板およびホームページでご確認下さい。 

唐木田駅前で児童館「花からクラブ」の子どもたちもいっしょに 


