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しょうぶかん

からきだ菖蒲館コンサート
◆ 12 月 19 日(土)

17:30 開場 18:00 開演

会 場 ： ロビー
入場料 ： ￥500
定
出
曲
主

員
演
目
催

：
：
：
：

40 名 要予約（受付 10/25 10:00～）
MiMi、Bracko、rinamame
涙そうそう、異邦人、彼こそは海賊 ほか
文化部会

～ハンマーダルシマートリオ SRЭЭ(スリー)X’mas コンサート～

■ MiMi (ハンマーダルシマー)

からきだの道の途中に「砦山」という
地名があります。地元の古老によって
著された『唐木田物語』や『落合名所図
会』に、この場所の伝承が取り上げられ
ています。
『唐木田物語』には、2 つの伝承が記
されます。ひとつめは鎌倉時代のもの
で、唐木田西部に「犬の谷戸」と呼ば
れる谷戸があり、その谷戸の先端の尾
根に、小山田城主の側室が住んでいた
というものです。もうひとつは戦国時
代のもので、小田原北条氏が支配した
頃、この場所に「唐木田の隠し砦」と称
される烽火の中継所が築かれ、八王子
城の火急を小田原に告げる烽火が上が
ったものの、番兵たちは酒盛をしてい
て気が付かず八王子城が落城したとい
うものです。
『落合名所図会』などの記載によれ
ば、唐木田周辺にはこのほかにも小山
田城に関する伝承地が残されていたよ
うです。たとえば、大松台付近にあっ
たとされる「ホウキ畑」は、小山田城の
落城の際に財宝を隠した場所と伝えら
れます。また大ビャク谷戸の「影取池」
は、小山田太郎が討ち死にした後、そ
の妻が入水した池と言われ、女性のす
すり泣く声が聞こえて、池を覗いた人
が引き込まれることがあったため、高
の ろ し

■rinamame (パーカッション)
アイルランド出身。
アイリッシュロッ
クバンド Johnson’s
Motorcar の人気ギ
タリスト。クラシッ
クからアイルラン
ド伝統音楽、ラテン
ジャズまでオール
マイティな実力と
愉快な人柄で聴衆
を魅了し続ける。

ドラム・パーカッシ
ョン奏者、パフォー
マーとして様々なジ
ャンルで活躍してい
るアーティスト。＜
アートドラム＞なる
ものを目指し、女性
ならではの愛情と情
熱を込め唯一無二の
rinamame サ ウ ン ド
を響かせている。

キリンくん解禁！
橋場万里子

僧がお経を唱え、姫を昇天させたとい
う伝説があります。これらはあくまで
伝承・伝説で、一部に後世の創作や脚
色も含まれると思われますが、少なく
とも、唐木田周辺が小山田城とのかか
わりを連想させる土地柄であったとい
うことは言えるでしょう。
これらの伝説に登場する小山田氏
は、鎌倉時代に実在した一族です。武
蔵七党のひとつ秩父重弘の息子の重能
と有重が、それぞれ支配地の地名を取
って、畠山氏、小山田氏を名乗ったこ
とに始まります。重能の息子は畠山重
忠で、小山田有重は叔父にあたります。
鎌倉時代の小山田氏は、源頼朝に重用
されるものの、畠山重忠の乱や宝治合
戦によりほぼ滅亡に至りました。
「小山田城」の所在地は、現在の町
田市の大泉寺が小山田有重の居館跡で
あったことから、大泉寺の背後にある
城郭遺構が小山田城と称されますが、
この遺構は臨時的な築城と見られ、き
ちんと建築された城郭ではないようで
す。扇谷上杉氏、長尾景春の乱などの
関連遺構である可能性も指摘されるも
のの、それ以上はわかっていません。
唐木田の人々の身近な存在だった小山
田氏・小山田城の歴史の謎がさらに解
明されることを願っています。
参考文献：東京都教育委員会『東京都の中世城館』
横倉鋭之助『唐木田物語』、峰岸松三『落
合名所図会』、丸島和弘『郡内小山田氏』

からきだの道「砦山」

■Blacko (ギター)

国立音楽大学ピアノ
科卒。独学でハンマー
ダルシマーを習得し
東京を中心に演奏活
動や教室を展開。
2017 年 NHK 紅白歌
合 戦 で SEKAI NO
OWARI サポート演
奏、BS ジャパン「お
んがく交差点」などメ
ディア出演多数。

唐木田の中世（１） 小山田城の伝承地
多摩の歴史さんぽ（２３）

No.066
編集：広報部会

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、大妻女子大
学非常勤講師

『ぼくはアフリカにすむキリンといいます』 誕生秘話（４）
キリンくんの物語には神様の GO サ
インが必要——だから、ひたすら待つ、
待つ…。書きたいなら書けばいいのに
って声が聞こえそう（笑）
。確かにそう
ですよね。ド素人の趣味でしかないの
だから、誰に迷惑がかかるでもない。
でも、なぜか私の決意は揺るぎません
でした。
一方、私の日常には変化が…。1997
年の誕生日に届いたのはケーキでも花
束でもない「人生の試練」というプレゼ
ント。悩み、もがき、途方に暮れ、神
様に助けを求め祈る日々を送りなが
ら、1999 年冬のある午後「これだけ祈
っても解決しないということは、神様
から見てこれがベストなんだろう」と、
置かれた状況をやっと受け入れること
ができました。心は晴れ、お腹の底か
ら力が湧いてくるのがわかりました。
そして「今、私ができることをやろ
う」と思った瞬間パッと脳裏に浮かん
だのがキリンくんです。
「神様、もし
かして今ですか？」不思議な夢を見て
から、何度その質問をしてきたことか。
すると目には見えない神様がニコッと
笑ったように感じたのです。もしかし
て GO サイン？？？ 当時、小 5・小
３になっていた息子たちの反応を見る
ために、彼らが寝つく前「今日はお母
さんが作ったお話を読むよ」とノート
を開きました。けれど、突然書くのを
やめているのでストーリーはブツッと
終わる。
「え？ 続きは？」
「続きはまだ書いてないの。頭の中に
はあるんだけどね」
「じゃあ、お母さん明日から書きな

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

岩 佐 めぐみ

よ！」
息子たちの後押
しに GO サインを
確信。翌日からさ
っそく机に向かい
ました。
ついにキリンく
ん、解禁！会いた
かった、待たせた
ね（涙）
。
10 日後、子供たちの通う南鶴牧小学
校で朗読会がありました。プロの朗読
家おつきゆきえさんが各学年にゆきえ
さんの選んだ本を読んでくれるので
す。5 年生は宮沢賢治。役員をしてい
たこともあり、私も特活室の後ろの方
で聞かせて頂くことに。それはそれは
素敵な時間だったので、日を置いての
3 年生の絵本の会にも参加。数人のお
母さんたちに交じり見慣れない男性が
います。
「誰のお父さんかな？」と思っ
たのもつかのま、私はゆきえさんの朗
読の世界にすっかり引き込まれていき
ました。
会の終わり、ゆきえさんが言いまし
た。「今日は特別なお客さんがいます」
子供たちもお母さんたちもキョロキョ
ロ。誰かのお父さんと思い込んでいた
男性に顔を向けたゆきえさん。
「高畠純
さんです！」。

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。

休館日：第 2・第 4 月曜日 12/28～1/3

※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

ハロー From Shobukan

からきだ菖蒲館広報紙

一本杉公園

キッズクラフト Vol.９

日曜朝市

～ 日本の伝統的遊具 竹馬作りにチャレンジ！ ～

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！

☆日 時：12 月 5 日(土) 10:00～12:00
☆場 所：唐木田児童館遊戯室
☆対 象：小学生以上(事前申込制)
※なるべく保護者同伴でご参加ください

☆定 員：約 10 名
☆参加費：無料
☆申込み：11 月 7 日(土)より受付
唐木田児童館 ℡ 042-338-2277
☆主 催：唐木田児童館、文化部会
☆協力・製作指導：からきだの道の会

菖蒲館ウォーキング
～ 蓮生寺公園 ～

☆日 時：第 109 回 11 月 15 日(日) 9:00～11:00
第 110 回 12 月 20 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

☆日 時：12 月 2 日(水) 9:00 菖蒲館集合
☆コース：菖蒲館～別所公園～せせらぎ緑道～蓮生寺
公園～眼鏡橋～つり橋～とちの木広場～門
前広場～薬師堂～別所公園～菖蒲館
(約 5 ㎞、3 時間)
☆定 員：15 名
☆申込み：受付 11/1 10:00～
☆参加費：100 円(保険代ほか)
☆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

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

＊各エリアの利用について

大人のためのクラフト
～ 素敵なポインセチアのステンドグラス作り ～

とちの木広場

・開 館 時 間： 9:00～21:30
・予約受付時間： 9:30～20:00
・貸室利用時間： 9:30～21:15
・学習コーナー： 9:00～21:00
・ラ ウ ン ジ：10:00～19:00
＊貸室の利用について

花いっぱい運動でつくる“絆”

・利用人数は下記の通り制限があります。
☆日 時：11 月 14 日(土) 9:40～12:00
☆場 所：1 階第１会議室
☆定 員：6 名(要予約 受付 10:00～)
☆参加費：1000 円(材料費込み)
☆主 催：文化部会

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：11 月 17 日(火)は中止となりました。
※12 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

調理室

第１
会議室

第２
会議室

６名

６名

9名

第３
会議室

和室

ホール

音楽室

12 名

6名

50 名
(25 名)

4名

・調理室は調理でのご利用はできません。
・使用当日は｢同意書｣、｢チェック表｣及び使用者全員の
氏名、電話番号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、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)。
※この記事は 10 月 9 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。

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：11 月 21 日(土) 10:00～
12 月 19 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

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ください。
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。

※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より

次号は 1 月 3 日 発行予定

