
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夢の中でキリンの本を出版した私。

そのインパクトある夢によって物語を

書きとめる。その一方で遅ればせなが

ら「どう生きるべきか？」みたいなこと

も気になりだして。        

お隣さん（宣教師）の「神様がめぐみ

さんに願っている事をしていけば？」

という言葉で、物語をいったん封印す

ることにしたのは 1986 年。28 歳の誕

生日目前のことでした。 

でもね、キリンくんのこと忘れられ

なくて…。なので神様に聞きました。

「神様、もしかしてお話を書けと？」 

だけど何の返事もサインもない。そ

もそも神様ってどうやって答えてくれ

るんだろう？？ わからないけどキリ

ンくんが心の中でモゾモゾするたび同

じ質問を繰り返しました。息子二人の

母になってもキリンくんはアピールし

てくる。 

「ボクもいるよ」「わかってる。けど

神様の GO サインが出ないんだもん。

あ、絵を描くのはどう？ 私、アフリカ

なら行ったことあるし」 

そうなんです。失恋記念ケニア旅行

の経験あり（苦笑）。サバンナで野生の

キリンたちをしかと見てきたじゃない

ですか！ 

いつの日か GO サインが出たあかつ

きには絵も描くのだからと張り切って

みた。ところが違うんだな、これが…。

絵そのものは悪くないと思ったんで

す。でもキリンくんが首を横に振るの

がわかる。私もやっぱり横に振る。こ

れじゃない。じゃあ、どういう絵よ、

どういう絵ならいいわけ？ だれか教

えてよ――(涙) 

 

桜ヶ丘団地の中にある金比羅宮をご

存知ですか。映画「耳をすませば」のモ

デル地のひとつとして有名になり、フ

ァンの方々の聖地巡礼ルートにもなり

ましたが、実は地域史にとっても重要

な神社のひとつです。 

金比羅宮の社殿に関しては、大山阿

夫利神社の宮大工・手中家に関連文書

が残されています。それによれば、文

化 10 年(1813)に関戸村の井上林蔵ら

が手中明王太郎に社殿の建立を依頼

し、文化 14 年に上棟式がおこなわれた

ことがわかります。残された請負証文

からは、柱と柱の間が 2 尺 5 寸（94.7

㎝）で、日本様(和様)という伝統様式が

用いられ、軒を支える斗栱（ときょう・

斗組）は「三手先
み て さ き

」という最上級の手法

がとられたことがわかります。さらに

屋根は 4 枚の三角形を合わせたピラミ

ッド型の「方形造」で、装飾のための

千鳥
ち ど り

破風
は ふ

が 3 か所につけられました。

向拝（本堂前方の階段まで伸びる屋

根）は「小留
こ ど め

唐
か ら

破風
は ふ

」造りでした。腰組

（縁の下の木組み部分）の四方には高

欄（手すり）が設けられ、彫物は省かれ

ました。社殿は現存しておらず、請負 

証文どおりに

作られたか検

証できません

が、全体に豪

華なつくりで

あったことが

うかがわれま

す。 

金比羅宮建

立 中 の 文 化

12 年には、関 

ハイ、神様

が教えてくれ

ましたよ。夫

が息子たちに

買 っ た 絵 本

『おとうさん

のえほん』（絵

本館）を見た

瞬間「これ！

これ！こうい

う絵‼」って 

大興奮。「ふむふむ、作者は高畠純さん

っていう人かあ、岐阜に住んでるんだ、

誕生日が一日違い」と気になる気にな

る。だって私のお話にピッタリの絵を

描く人だもの！ そして私が考えたの

は「GO サインが出たら、この絵をマネ

しちゃお、うふふ」っていうことでし

た（ダメでしょ、それ）。 

一冊の絵本との出会いを機にキリン

くん同様、高畠純さんも頭の中に住み

はじめました（って、ご本人はつゆ知

らず）。それ以来、キリンくんを思い

出す時は高畠純さんの絵で浮かぶよう

になり、頭はすっかり純ワールド。 

ところが肝心の GO サインは一向に

出ない。このまま書かずに終わっちゃ

うのかな。GO がなければ書かない、

書いてもしかたない。あの夢はフツー

の何でもない夢だったのかなあ。 

10 年以上幽閉されたキリンくん、消

えそう… 

しょうぶかん 
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戸村の絵師・相澤五流画の武者絵額が

府中本宿村の人々によって奉納されて

います。さらに、境内に残る石灯篭の

破片には、関戸の井上林蔵のほか、乞

田・落合・貝取・原新田・平・本宿・中

河原・小野宮・分倍・下川原・四谷など

周辺村落の人々の名が記され、建立時

に多くの人々がかかわっていたことが

わかります。 

金比羅宮はいったい何のために建て

られたのでしょうか。ひとつの可能性

としては、多摩川の航行を守護する目

的が考えられます。勧請元である四国

の金刀比羅宮は海上を守るご利益のあ

る神社でした。神社の創建にお金を出

した人々は多摩川の両岸に住む人々で

もあり、金比羅宮は｢城山｣と呼ばれる山

の頂上付近の｢天守台｣に位置し、多摩川

を見下ろすことができる場所でした。 

もうひとつの可能性は観光名所とし

て開発された可能性です。金比羅宮は

『江戸名所図会』のほか『調布玉川惣画

図』や「多摩川鮎漁鵜飼図」などにも

示されました。大正時代にも、遠方か

ら人が訪れた記録が残っており、ひと

つの名所となっていたようです。 

金比羅宮は昭和 33 年に焼失し、昭和

41 年に現在の社殿が再建されました。

桜ヶ丘団地の造成時に場所を移転した

ため、かつてより少し低い位置に鎮座

しています。 

参考文献：パルテノン多摩『関戸合戦』、地福重人 
｢琴平神社と金比羅山｣（『郷土たま』2） 

橋場万里子  多摩の歴史さんぽ（２２） 

 

関戸村の金比羅宮 

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。 

GOサインを待つ 

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（３） 

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。 金比羅宮(桜ケ丘 1 丁目) 

高畠純・作 絵本館 

昭和記念公園 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハロー From Shobukan からきだ菖蒲館広報紙 

次号は 10 月 25 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 107 回 9 月 20 日(日) 9:00～11:00 

     第 108 回 10 月 18 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： 9 月 19 日(土) 10:00～ 

     10 月 17 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： 10 月 20 日(火) 14:00～16:00 

※9 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 

☆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 

 

 

８月からの菖蒲館利用のお知らせ 

水分補給を除き、貸室を含む館内での飲食はできません 

＊学習コーナー及びフリースペース利用について 

・利用時間：9:00～17:00 
※使用後は備え付けのアルコールティッシュで机と椅子の
消毒を行い、ゴミはお持ち帰りください。 

＊貸室の利用について 

・利用時間：9:30～17:00 

・利用人数は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 音楽室 

６名 ６名 9 名 12 名 6 名 50 名 4 名 

・調理室の貸出を再開しますが、調理でのご利用はで

きません。 

・使用当日は｢同意書｣、｢モニタリングアンケート」（7.8

月のみ）、｢チェック表｣のご記入をお願いします。 

・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。 

・使用前後に使用個所の消毒をお願いいたします。 

・音楽室は 8 月から再開しています。使用中は扇風機

を回し、30 分おきに 5 分以上扉を開けて換気をして

下さい(マスク着用不可の活動はホールのご利用を)。 

・ヨガマット、ポット、コップ等の貸出は中止します。 

 

※この記事は 8 月 7 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。 

 

パソコン教室 

～ やさしい Windows10入門（初級） ～ 

☆日 時：  9 月 24 日 

10 月 1 日、8 日、15 日、22 日 

毎週木曜 10:00～12:00 

☆場 所：2 階第 3 会議室 全５回 

☆定 員：4 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 

☆内 容：・Ｗindows10 とは 

・マウスの使い方 

・デスクトップ画面の基本操作 

・文字入力の基本と保存 

・ファイルの管理 その他 

☆主 催：パソコン教室特別委員会 

 

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 

 

◆ ９月２２日(火・祝)  13:30開場  14:00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） 

入館についてのお願い 

ご自宅で検温を済ませてからご来館下さい。 

マスクを着用し、手指の消毒をしてからご入館く

ださい。 

※発熱や風邪の症状がある方はご入館をご遠慮ください。 

Windows10 

唐木田図書館 ご利用時のお願い 

唐木田図書館では、新型コロナウィルスの感染を防ぐ 

ため、利用者の方々にご協力をお願いしております。 

・入館前には手洗いや消毒をお願いします。 

・マスクの着用等、咳エチケットにご協力ください。 

・発熱や風邪の症状のある方、体調不良の方は来館を

ご遠慮ください。 

・人との距離を開け、会話はお控えください。 

・長時間滞在せず 30 分程度のご利用をお願いします。 

・ご返却の資料は 3～4 日保管後返却処理をするため、

その間ホームページの表示などは 

貸出中のままとなります。 

※新しい情報は多摩市立図書館 

ホームページで随時お届けして 

おります。 

（www.library.tama.tokyo.jp） 唐木田図書館より 

昭和記念公園 

http://www.library.tama.tokyo.jp/

