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謹賀新年

箱根・大観山駐車場付近より

和田・稲荷塚古墳の発掘と多摩村音頭

～下村先生と多摩中の生徒たち～

多摩の歴史さんぽ（３０）

橋場万里子

多摩市和田の恋路稲荷神社の建つ丘
は、稲荷塚古墳の墳丘部です。この古
墳は切組という技法を用い、胴張複室
構造という丸みを帯びた複数の石室を
持つ精巧な作りで、昭和 28 年（1953）
に東京都の史跡に指定されました。平
成 2 年（1990）の調査では、全国でも
15 例ほどしかない珍しい「八角墳」で
あることが判明しました。
稲荷塚古墳の初期の発掘に多摩中学
校の生徒たちもかかわったことをご存
知でしょうか。稲荷塚古墳は、昭和 27
年 9～10 月に多摩中学校の下村静治教
諭や東京国立博物館の三木文雄氏らに
よる調査がおこなわれ、隣の臼井塚古
墳と一緒に 11 月 15～30 日までの土
日・6 日間にわたり発掘されました。発
掘には約 40 名の多摩中学校の生徒た
ちが参加したことが、当時の記録に記
されています。
生徒たちの発掘には、下村教諭の存
在が大きくかかわっています。都内で
教鞭をとっていた下村教諭は、戦後の
昭和 23 年に多摩中学校に着任しまし
た。下村教諭は地域の史跡などに関心
を持ち、希望する生徒を連れて放課後
に史跡探索をおこない、校内に郷土研
究部を作るなどの活動をしました。遺
跡の発掘に中学・高校生を参加させる

ことは当時、近隣の国立(くにたち)高校な
どでも郷土教育の観点から積極的にお
こなわれており、下村教諭にもこのよ
うな意識があったものと思われます。
下村教諭は「多摩村音頭」の歌詞も作
りました。
「多摩村音頭」には「多摩川」
「向の丘」「かすみ（関戸の霞の関）」
「三本松」
「天王の森」
「小野の社」
「鎌
倉街道」など多摩村のさまざまな歴史
的な場所が詠み込まれており、下村教
諭の史跡散策が反映されたものと推測
できます。
「多摩村音頭」は多摩中学校
の音楽担当の渡辺従義教諭が曲をつ
け、昭和 31 年にテイチクよりレコード
として販売されました。現在も復刻版
CD 等で聴くことができます。
歌詞の 4 番には稲荷塚古墳のある和
田も含まれています。
「和田はよいとこ
大栗川の 川のおちこち 古人の 魂
はねむるよ 夢の里 （繰り返し） 多
摩はよいとこ よいとこな」。
歌詞からは、郷土の良い場所を見つ
け、大事にしようとする思いを感じる
ことができます。下村教諭の在任期間
は昭和 23 年から 30 年代前半までの短
い期間でしたが、当時の生徒たちは教
諭や発掘調査のことをよく覚えてお
り、その郷土教育は地域の郷土愛を培
う一翼を担ったといえるでしょう。
参考文献：清水裕介 2007「「多摩村音頭」制作と
作詞者下村静治」（財団法人多摩市文化
振興財団『多摩の村から未来のわがまち
へ』CD リーフレット）

恋路稲荷神社（下部の丘が稲荷塚古墳）

筆者紹介：橋場万里子(はしば まりこ)
パルテノン多摩(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、お茶の水女子大学非常勤講師。

コロナ禍のウイルス感染症
新垣美郁代

診察室から見えること（２）
少しずつ日常が戻ってきました。緊
張と不安に満ちたこの 1 年でしたが、
すっかりこわばってしまった心身を今
は少しでもほぐして、どんな形になる
かわからない第 6 波への備えをと考え
ています。
この冬にかけては新型コロナ第 6 波
に加え、インフルエンザの流行も懸念
されています。皆さんご存じの通り、
インフルエンザは例年 11 月ごろから
感染者が増加し始め 4 月頃まで流行
し、おおむね 5 日程度で主だった後遺
症なく治癒しますが、乳幼児や高齢者
にとっては油断のできない感染症で、
肺炎を併発することもあります。
昨年においては、新型コロナとイン
フルエンザの同時流行は医療現場に大
混乱をきたし、また重複感染は重篤化
し死亡率を高めると言われたことか
ら、国はインフルエンザワクチンを 65
歳以上において無料化するなど、接種
勧奨を積極的に行いました。
しかし実際はほとんど流行せず、第
4 波の最中これにインフルエンザが加
わっていたらとぞっとしたことを覚え
ています。
例年、インフルエンザをはじめ様々
なウイルス感染症が流行するのです
が、新型コロナウイルスが蔓延してか
らこの 2 年、他のウイルス感染症の動
向が予想困難となった気がします。
乳幼児に多い RS ウイルス感染症は、
昨年は通常流行時期である冬にはほと
んど見られず、今年は初夏に爆発的に
大流行しました。季節の変わり目によ
くみられる、せき、はな、のどの風邪(ラ
イノウイルスなど)は、昨年はほとんど
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見られませんでしたが、今年は患者数
が増加しました。ノロウイルスなどに
よる胃腸炎に関しては、昨年も今年も
散見しますが大きな流行には至ってい
ません。
コロナ禍での他ウイルス感染症の流
行は、ウイルス干渉（特定のウイルス感
染により他のウイルスに感染しにくく
なること）といったウイルス側と、ワク
チン接種やマスク、手洗いなどの感染
対策の徹底、集団免疫の獲得など人間
側の事情が左右すると考えられます
が、実際のところはっきりとはわかっ
ていません。
11 月下旬現在、インフルエンザ感染
者は、東京都感染症情報センターによ
るとほとんど報告されていません。こ
れから増加する可能性もまだあります
が、この 1 年、新型コロナ感染症を経
験してきた私たちにとっては、新たな
脅威と捉えるよりは、“今まで通りのこ
と(ワクチン、マスク、手洗い)を丁寧に
したらいいよね“ということに尽きる
のではないでしょうか。
筆者紹介：新垣美郁代(あらがき みかよ)
鶴牧１丁目新都市センタービル新垣内科
外科クリニック院長。専門は消化器内科。
外来のほか訪問診療も行っている。
10 歳の頃から多摩市在住。

休館日：第 2・第 4 月曜日 12/29～1/3

※唐木田図書館休館日：毎週月曜日、祝祭日

※和カフェ：当分の間休業

ハロー From Shobukan

からきだ菖蒲館広報紙

からきだ菖蒲館寄席
三笑亭 可龍 早春独演会
◆ ３月１２日(土) 開場 14:00 開演 14:30
会 場 ： 2 階ホール
入場料 ： ￥５００
定 員 ： 40 名 要予約
（受付：１月５日 10:00～）

出
主

演 ： 三笑亭 可龍
催 ： 文化部会

■三笑亭 可龍 プロフィール
1978 年 東京都府中市出身
1996 年 九代目三笑亭可楽に入門
2010 年 真打昇進
2013 年 3 月菖蒲館初出演
現在、新宿末広亭、浅草演芸ホール、池袋演芸
場、国立演芸場、お江戸日本橋亭などで活躍中

新年あけましておめでとうございます
唐木田コミュニティセンター運営協議会は昨年、
創立 10 周年の節目の年でしたが、残念ながら記念
行事は繰り延べすることになりました。
未だ新年を心から寿ぐことはできない状況です
が、新型コロナウイルス感染が早期に終息されて、
地域の皆様に親しまれ、様々な交流ができますよう
に期待しております。
皆様におかれましては、新しい年が着実な回復と
発展の年となりますようお祈り申し上げます。
会長 髙橋 重夫

日曜朝市

菖蒲館ウォーキング

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！

～ 蝋梅（ロウバイ）を愛で 代官坂を歩く ～

☆日 時：第 123 回 1 月 16 日(日) 9:00～11:00
第 124 回 2 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

子どもたちの正月展示
～ 楽しい一年を願って ～

正月生け花展示
～ 地域の子どもたちの生け花で新年を祝う ～

☆期 間：1 月 4 日(火)～1 月 23 日(日)
☆場 所：1 階展示スペース
☆内 容：児童館に来館した子どもたち、幼児から高
校生までを対象とした、正月にちなんだ文
字・目標・抱負・絵などを展示
☆主 催：文化部会
☆共 催：児童館

菖蒲館からのお知らせ
☆期
☆場
☆主
☆協

間：1 月４日(火)～１月７日（金）
所：ギャラリー
催：総務企画部会
力：多摩地区伝統文化いけばな親子教室

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：1 月 18 日(火) 14:00～16:00

2 月 15 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

☆日 時：1 月 19 日(水)
9:30 菖蒲館集合
☆コース：菖蒲館～小山田緑地～代官坂～
よこやまの道～菖蒲館
☆定 員：20 名 当日受付
☆参加費：100 円(保険代ほか)
☆持ち物：タオル、飲み物、帽子等 ※マスク着用
☆主 催：健康･スポーツ部会

各イベントは新型コロナウイルスの感染状況に
より中止にすることもあります。
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。
来館時には手指の消毒とマスクの着用を。
貸室使用時には十分な換気の確保と、
使用後の消毒・清掃にご協力ください。

大人のためのクラフト
～ ファブリック de デコ ～
お気に入りの生地で簡単にデコレーション

☆日 時：3 月 5 日(土) 9:30～
☆場 所：1 階第１会議室
☆定 員：8 名 要予約 (受付 1 月 5 日 10:00～)
☆参加費：1000 円(材料費込み)
☆主 催：文化部会

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：1 月 15 日(土) 10:00～
2 月 19 日(土) 10:00～

２０２２度「団体登録」のお知らせ
4 月 1 日以降の貸室予約には更新、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。
お早めに登録をお願いいたします。
1 月 12 日 10 時より受け付けを開始いたします。
※本人確認できるもの、会員名簿のご提示をお願い
しております。ご不明な点は受付まで
事務局

☆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

※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より
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