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小浜 8′ S方・￨に ,き 返 し 本妙寸 ユ大It社 前を経て 西宮街道 価 称ヽll道)べ 右析すると 高
台の ￨に 鱚座の な の普溜 ナの

ホい鷲掛けを付けて槙産 していた 高さ 13

耳だけ

で もm。 ■程のパオヽ
な美 しい もので 眺 めてい ると心安らぐ温かさを感 じる 元々坂 の下の菫地の
―
豪 に在 った ものを移 しお堂を建てようとしたが大工が
̀,

綺気になった 「お堂に祀られるのを嫌った」と言うこと

I

:

で雨嗜12な ったと伝え¨ てl=す が 小ス が海 の入
り

頃 漁師が事のお■けで砂浜か ら鋼

":の
さらに

た
̀11し
段籠 が事 に現れた地薦に顧掛け し頭

'llの
したお に造った とか 武庫ルのよ水で流
痛 が治癒
̀し
れを いたなど ■来に
諾説あり祀 られた時期は判 ら

な0、 昭和 50年 に拝埜が火災で顔が久 けたので
近隣の方が新 しい地蔵を祀うたそ うた
参拝後バ スで立球駅前 に出て解散 した
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平成 ?7年 度 第一回

タウンウォッチ ングのご案内

古民家の並ぶ衡を訪ねて歩く
言 国街 道 沿 いの 菫 野、稲 集曲 こ残る音 民家 の

いを探棄

のお市民まらなみ会議
み"ま
平成 27■ 3月 10日 予告
本年度最初の ウォーキングは まちなみ会議の研究テーマ 「古民家調査」の一環 として訪ね歩くこととしまし
た 皆 さんは 『古民 家とは
関かれたら どう説明 します0、 まちなみ会議の書議で も古民家の定義は 意

'Jと
は あまり明確でないのでヽ そ こで 実際の建物を見て認融を共有することにな
見百出でした.古 民家の定義
りま した。
甘民家は市内に広 く分布 し 約 500戸 が残つています 多 くは 日葉落 にな りま九 箕面には両国街道 摂丼街
道 箕両道 巡IL道 など多 くの道が東西南北に通 じ その道筋に集落が発菫 したので 皆なが らの集落に沢llの
昔民家が残 つているのです
しか し 時代の変化にfIい 生活様式 も大きく変

し 建物 の■集や曖造など

日来の姿を留めているものは非

̀と
常に少なくなつていまれ その為 む目街道などは何度
も歩 いているのに 殆ど気付かす見過 ごして しまつていま

す

この機会に認識を改め 箕面の街並みの美 しさの再発見を しま しょう 双1員 鏡で飾 り瓦 虫籠窓の構造を

=

稲案落ではカル ピス発

復す るのも一奥か と思いまヽ (目 の良い人は見えきすが)ま た 渭泉事値 難二平旧り
明者 二島雲海生誕の教学謁

問などの楽 しみ も織 り込みながらフイ フイ

キ ョロキ ョロ歩きま しょう.

/‐
皆擁 お謗い合わせて 多数の方々の ご銹ヽ をお待ち していま→ 特にまちなみ 議の会員の方は 今後 「昔

民家Jに ついて話 し合 う際

定義の一致が不可欠なので 万障脚 合わせて足非参加下さい。

記
奏期

日:

4月

18日 佛 三十電 日)自 宅出発前に雨なら 25口 に順tt 人も前なら取 り

集合場予

阪急バ ス萱野中央停留所(千 里方面の りば)9]キ 30分

コース篠甍

O壺

中央 Bβ

出発

'1め

9昨 %分

②西国街道と笑両道短経路(府 道

雲点

ORl,1を 構新 し 査野菜絆^ "分
O査 野集落の 占民家を探す● 民家のイメー ジを一致 させ る)
0損 泉●(菫 野三平旧宅)で 卜害
0稲 集落(古 民家探索)カ ルビス発明者三為雲海生誕の議■寺訪円
0西 国街道を迪って箕面高校前交差点で解散
歩行距難:的 0 2km〈 おど平組な迪です)
として当日一人 ,∞ 円nま す。なを 取消鮨日経過後の彙晰欠凛の場合は 保餞H,
疇
,加 費●布贅
みですので,加 彙を頂きます.
3込 赫"R及
すれば離め切ります.(取
lす 沢 定員
定 員:定 彙 10名 .恒 し 電囲 こよる●前申し込み 縮め切りは 4月 1,日 ■
=建
消期日も4月
)
'5日
よしひこ)ま で お名llと 電饉薔■を連メ ださい。(7EL Nolま 実な 凰翔●違薔
申込みえIEt07● ,23● 20,大 町気摩〈

,

ス●R急 違椰月)
以上

1囁
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繭活動●饉★

☆
8月 "会
24日
9月

1日

レ展の構想 と,■掟の状況報告など
例‐ (ネ ′
ネル展内容や作成■薬の打合せなど
例会ン｀

9 28日 バネルF咸 作業 市民活動セ ンター
14日 例会ン｀
ネル作成F業 の最終確認な ど
20日

タウンウオッチ '坊 島力,ら 白島 如意谷の古民
家 を見る'

21〜28日

′Ч●レ壼 メイ7Jい ―ルロピー

fOフ ェスタにて景観パネル展示

市主催 シユア藝 まち歩きグルー′の案内

10月 1日

̀彩 都 の住宅街を見る
・

12n

まちなみ通信 63=(パ ネル展特集つ 発行

12〜 18 ロ まらなみパネル展

メイカ レホールロピー

20 日 タ ウンウオ ンチ ■ 官か ら船場を経 て稲 ふ
れあいセンター まで
11月 2〜 9 日まちなみパ ネル展
15日
16日
パ ネル 層

市民活ロ センターい ま rtt■ l

12月 18〜 26ロ

バ ネル展 示

市民活動セ ツター

タウンウオ ッチ7稲 か ら猪名

で辿る'

"￨ま
例会 パネル展の振返 りや 古民家調査構想
・ 高国会員
サ ロン・ 箕面で発見された鉱物

かや の さん 八 い橘

例会:末 年の活動 の振返 り 新年度構想検討
1月 7〜 00日 パネル晨示 泉
田nlT箕 面駅前支店
21日

,口 〜
l,日

"1池
パネル展示 りそな銀行霙面貨店
・ i嫁 市小浜宿を訪 ね・
タクンクオ ッチ
る

ヒ検討
例会:活 動報告 古民家諷査の具体イ
パ
21] 8〜 ″ 日
ネル展示 みのおライフプラザ ア ドツ
18口

クム
15日

国会新 年度のテーマ検討
に 研究方策の検討

10日

大阪美 しいス観夕

=民

家写真集を基
バネル晨示 がや0さ んぺい構

り推進会議で片岡会員が '贅 面市の縁視率に0い て'講 凛
例会:甘 民家研究の着手他

15口

サ ロン'歴 史にみる暦 と千支に親 しピ 大塚会員
20口

まちなみ通信 贅

=発

行

お断り揃 登i轟 面の都合で活動記録烙掲●●■ま
せんで嗽

合わせて配崚しました。

バネル晨示 みのわ インプラザ フトリウム
￨・

/1′

う
長の「まちなみ景侵 とみどりJで ■複 を構成
ますが 私たちの■む贅面は
「みどりJが 大きなt
恥 を占める北村の山々は 市民の大きな財産で
,景 観が展開され ていま■

この
「みど妨を熊持
し守り書てるのは、Ffa松 のヵ喀り)と 私たち市民はゆ みぜり)が 協働で補完しユ ヽ
成り立つことを
解説されています
へ
の
市職 員西山氏のイ格 lだ けどに くらは くじけな
・・ Jは 岩手県大撻町 贅災復興束機
ため ,年 間派遣 され テ レビや新聞で しか知 りえない東￨ヒ 枚災地の様子(時 間の経過 と共
に情報が乏 しくな りますが)を 審かれています 習慣や歴史も異なる土地に行 つて 心に傷
ついた人々の処に何度 も通い 住民から街 の夜興に対する考 え方を聰を 行政 としての立場
との調燿な どを図 つなが ら 復興べ歩み出す過程を記 してお られます.行 間 に滲みlLる ご吉
労 懸命 に立ち上がる東北の方々の夏状を足非読み取つて頂きたい と願いま九
シ ,― ズ「4ヽ 中嗽 とまちのつなが りJは 西南″ヽ
学校 を取材 しました 地域の方々が児童
のヽめに

1ヽ う
tヽ ろ
と工夫し交流を深めて

西回街道の宿場 町瀬川 半町など歴史ある街 を中,い

に 地域 と学校が連携 して子供たちを見守 り育んでお られま した
り 書に薇ιヽ
安全な衝ス リ Jは 近陣でl■ 宅建設が進んでいますが 昔か らの来
にな道が拡崚され 街並みが変わってきました 担当の市腱員と土●●辮南 とつ調和に図りな
がら、災事に強い縦 出来る鋤

随 点をお●7しました

タウンウォ ッチングG歩 奮)を 毎 ,書 いてお ります.ど なたも毎 日 まらを歩いてお ら
れますが 多 くの方は目的地を日指 して一 日散に歩き また限 られた区鷲だけを歩 くため乱
ヒ
景も見慣れて関心を失います 幼子の よ うに 綺叫 ヽ
ろいろ■ お剌 こ興味を持ち 牢師の変イ
衝
■ど
「 何議かな力と考えましょう 贅面の IIを 深 く知るための出発点です
…みのお市民まらなみ会議 のイベン トのパネル慶て お￨ゆ 成果を多くの市民にお伝えし
私たちの住む贅前 の資並み景編の薬い を知って頂きたセせ 摯ってl=す 昨年のテーマの主博
ど,」 で した 皆様の身近な場所でも 花や樹木など沢,あ り しか も手節 により奎
が贅枷 ます これ らをl・ や写真で表■ し i展 ホ場 のメイプルホール 市民澪勁センター
￨ま

'み

のL

いろいろな場所で展iし ました 蒼口市瑯 市民活動センクーで 熱心に製作者と意見

交換しほ

覧にな強

方々に 何に員だるか

した。(II頂 の活動記録写

長かに れらの成果を 更に多くの
かやの さん人い格 み

=)市
研究するよう摯層 を頂せま した 答 えとして

のおライアプラザの晨示などを致 しま した。その他 の場 所での展示 も考 えていま九 しか し
市長の意図は別の F怯

発

手段だと思います.大 きな僣疇として取り纏みれ ヽ (大 ￡r 凱彦)

行 :NP3み のお;1民 まr.な み会議

代表者 :今 伎●平
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