思ってた以上に、 ちゃんとした会議、 同じ編集者の
皆さんの経歴に実はビビってました。 「なんにもない
けどココがすき」 なんにもないワケじゃないをたくさ
ん知れて嬉しかったです。
土井美紀

取材を通して、 町を歩き、 出会えたみなさんに感謝。
新たな太子を大発見。
小林知子

思わぬ展開での参加でした。 こんな経験出来るなん
て思ってなかったので、 とても楽しかったです。 お陰
で太子町が大好きになりました。 これからもつながり
や出会いを大切にしていきたいです。
柳内真理子
充実していました。 みんなで作業をするというのは、
自分の持っている力以上のものを発揮できて達成感
もありました。 「自分たちが楽しいと思えることをする」
という目標貫徹できました。
岡本功
太子町でこんな活動ができると思っていなかったの
で、 共感して 「やろう！」 と思ってくれたメンバーに感
謝です。 このつながりを大切に、 おもしろいことを仕
掛けるチームになるといいなあ。
長谷川香里

俳 句

16 票
７票

第４号

特集

やったことのない 「紙面発行までの物作り」 を体験
させて貰えました。 そしてそれは中２の時の夢やった
んかも‥と懐かしく思い出されました。
堀 八重美
ほぼ読者でしたが、 毎号楽しみでした。 町外在住
なので、 太子に行く時に紙面を見ながらあちこち巡っ
てみたいと思います〜♪
細江弥生
太子に移り住み２０年。 何故かとても住み心地のいい
町。 たのしいたいしを通じその理由が少し分かった気
がします。 田舎だけど便利、 歴史との調和、 人との
つながり。 世界に誇れる文化遺産です。 加藤雅也
天津風雲の通ひ路吹きとぢよたのしいたいししばしとど
めむ／たのしいたいし絶えて久しくなりぬれど名こそ流
れてなほ聞こえけれ きっとそういう日が来ます 森川大

編集メンバーの功と加尾 （句会亜流里所属） が毎月お題にチャレンジ。

!
第３号の結果

話をお伺いしました。
お店をオープンされたのは平成２４年。 も
ともと牧場を経営されていたんですが、 ご主
人の雅史さんがお店を出したいと考えられ、
それに賛同した長男の大祐さん （社長） と
協力して出店されました。 すべて手探り、 試
行錯誤を重ね、 時間をかけて今のかたちに。
店長はもとは牧場におられた岩見さん。
従業員はほとんどがオープン当時からのメン
バーで、 ママ友だったりなくてはならない存
在で大切な仲間なんだそうです。 牧場の社
長は長女の裕衣さん、 三男の龍太郎さんも
お店におられ、 血縁家族と長年のおつきあい
のスタッフさんで、 大きな家族みたいなお店
でした。 「玉家」 という名前もぴったりです。

古民家

ある日お声がかかり、 四苦八苦してみんなで完成さ
せた全４号。 短かったけれど濃厚でドラマチックな
時間でした。 関わってくださった全ての方に感謝し
ております。
瀧北りえ

郵便局員

発行に関わらせていただいたことが何より嬉しく、 学
ぶことも多くあり良い経験になりました。 これからも
まち探検に邁進し、 まだ私が出会えていない太子町
のお宝を見つけたいと思います。
重末素子

４ヶ月だけのフリーペーパー

柳内 真理子

「たのしいたいし」 編集メンバーの声

文 ・写 真

感想を聞いて
ください♪

太子町のふるさと納税の返礼品を
検索したら、 お肉がずらーっと出てき
ます。 気になるお店の最終号はその
「玉家」、 奥様の玉田昌美さんにお

なんにもないけど
ココがすき

HYOGO TAISHI

玉家

太子に移り住んでからほどなくして長女
を授かった。 いろいろあって出産まで安静
にすることと産婦人科医に言われた。 そし
て 「家事の合間にころぶ、 とにかく家事が
済んだらころんどき。 できれば出産までずっ
ところんでいて欲しいくらいや」 とも。
ー ころぶって何？
ー 妊婦が転んだらダメなんじゃ？
さっそく妊娠の報告をしに実家に行くと、
おめでとう！ に続いて 「じゃあ座敷でころん
できたら」 と義母も 「ころぶ」 と言う。
「あのう、 ころぶって何のことですか？ 東京
では、 つまづいて倒れるってことですが…」
「昼寝ちゅうか、 横になって休むことやで」
と教えてもらって、 さっそく座敷でころばせ
て頂いた記憶。 すごいとこに来ちゃったな
あ、 としみじみ感じたことを思い出した。
そういえば結婚式の時、 義祖母が東京
のうどん屋で 「こんな真っ黒なつゆを飲ん

だら死んでまう！」 と怒ったそうだが、 それ
くらい関東と関西では文化が違うんだよな。
その義祖母、 私が引っ越してきて 「東京
の嫁さんには言葉が通じん」 と近所のお友
達に言うてたと聞き、 その時は 「私、 外国
人じゃないし」 って思ったんだけど、 生活し
てみればみるほど文化の違いを感じ、 ２０
年ほどたった今でも 「えっ？」 てことも発見
する。 中でもすごいと思った言葉は、
なんどいや ごうわく ごっつい
ちんまい べっちょない めげる
いちびり ぎょーさん ほたえる…
など、 あげればきりがない。 それが数年前、
久しぶりの東京で飲み会に参加した時には、
「ん？ なんだろうこの感じ。 なんか友達がよ
そよそしいというか、 冷たいように感じる…」
となった。 そうか！ 言葉だ。 とたんにいつも
聞こえてくる関西弁が懐かしくなっちゃった
私。 今では標準語はテレビの中の人の言葉。
もしかして私も関西人の仲間になれたか
も？ …ということで最終回です。 ４号おつき
あいいただきありがとうございました。

兵庫県太子町新型コロナウィルス感染症対策提案型協働事業

発行人 ： siita 編集室 （代表 長谷川香里）

名前が気になるあの
太子町佐用岡３５３ ６ＴＥＬ ０７９ ２-７６ ２-９８８

「ころぶ」

瀧北 りえ

太子町男女共同参画推進委員

令和２年度

お店 ④

太子ことばを探せ！④

文

じゃあまたとドアを開ければ雪催 加尾
ガチャガチャの前の駄々こね冬の空 功

今回は加尾の勝利でした。 いよいよ最終バトルです。 次号がないので結果

お わり に

は編集メンバーを見つけて聞いてください！ 投票お待ちしております〜！！！

牧場直営なので専門店だけどリーズナブ
ル。 さらに 「玉家の日」 というのがあり 牛肉
やホルモンがお安くなるのですって。 お肉大
好きな三男の龍太郎さんおすすめは、 特選
ロースステーキだそうです。 この日にいけば
玉家のメンバーになれそうな気がするくらい、
とっても気さくな玉家さんでした。

第４号のお題 ： 「たのしいたいし」

１

放課後のような賑わい朝日さす

２

星月夜大切なものはそばにある

「たのしいたいし」 は、 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、 外出自粛やイベントの中止などが続いている中、
少しでもたのしい気分をお届けできたらという思いで、 町内在住やゆかりのある方々とともに取材 ・ 編集 ・ 制作は
大人のクラブ活動としてボランティアで続けてきました。 ４ヶ月間おつきあいくださりありがとうございました。
みなさまからのご意見 ・ ご感想をお待ちしています。 回答者の中から 抽選で 10 名様 にステッカーをプレゼント 。

ご連絡方法

・ 投書箱 （太子町立図書館カウンター／３月末まで設置） ・ ホームページ →
・ 郵送 ： 671-1592 太子町鵤 280-1 たのしいたいし係 ・ FAX ： 079-276-3892

現在、 「緊急事態宣言」 継続中です。 引き続き一人ひとりが 「うつらない ・ うつさない」 という気持ちで感染防止対策を徹底しましょう。 ワクチン接
種についても今後情報が発信されますが、 デマ等に惑わされないようにしましょう。 太子町でも随時情報の発信を行なっています。 （企画政策課）

太子町内で、 歴史をつむぐ建物たち。
町内を歩くと古い建物にたくさん出会えます。
歴史を重ねた瓦屋根、 漆喰の壁、 杉板を貼っ
た長屋門…、 ここで暮らしていると当たり前にあ
ちこちにある古民家、 いったいどのくらいあるん
でしょう。 役場の人に聞いてみました。
さっと返ってきた回答、まずひとつは航空写真。
①は昭和３２年、 約６０年前です。②は現在です。

1

2

宅地が増えているのもよくわかりますが、①の写
真にも集落がいくつも見えます。 この地区には

古い家が多いと言えそうです。 ちなみにこういっ
た航空写真はインターネットで検索したら、 拡大
できる大きな画像が見られます。 自宅付近の昔
の様子を見てみるのもおもしろいかも。
さて、 役場からのふたつめの回答は、 昭和４
５年以前の建物の戸数。 町内全域で約２０００戸
あるそうです。 現在この 「たのしいたいし」 を全
戸配布いただいていますが、 その部数が約１２５
００。 ざっと町内の建物の１／６近くが築５０年を
超えるということになります。 築５０年以上の建
物といえば 「登録有形文化財建造物」 の資格
を得る前提条件。 全国で１２４４３件、 兵庫では
６９２件の登録がされていますが、 その前提条件
を満たす建物が町内に２０００です！ これはな
かなかの量だと言えそうです。
そんなわけで、今号の特集は 「古民家」 です。
編集メンバーが日頃から気になっていた家、 情
報をお寄せいただいた家など、 町内２０００戸の
うちほんの一部ですが、 紙面の許す限りご紹介
したいと思います。 なお、 「たのしいたいし」 は、
４回だけのフリーペーパー。 今号をもって終了と
なります。 最後まで情報をたっぷり詰め込んだ
紙面となりました。 お楽しみいただければ幸いで
す。 ありがとうございました。

「たのしいたいし」 は最終号となります。
もし続いていたらこんなことやりたかった！
取材したお店からの紹介で
数珠つなぎやってみたかった！

太子在住の編集メンバーに
スポットをあてた記事

記事になった場所に行って撮影した、
お店の方と私とのツーショット写真公開
つながりを利用して
「地区対抗こんなスゴい
人おるで対決」 ！！

電車や新幹線のビュースポット
ドクターイエローも見られる
日常の風景が意外と特別 !

サークル、 芸術、 ボランティア活動など
人と人がつながりあえればますます楽しくなりそう！
「わしはな、 前からこない言うとんや」 と
誰に言っているか謎のおじさんの一言集
題して 「わし、 言いたいことがあんねん」
打ち合わせも取材も
きちんと参加して
一緒に作りたい！
まち探検で
ネタを補充したい！

太子の名産、 いちじく、
筍農家さんなど
現存する生活古道具など

「太子は私にとっていちばん近い都会」
という言葉を聞いてびっくりしたことあり
外から見た太子町を知りたい

みなさまの感想もぜひお寄せください。 （詳しくは裏面）

＠
川島

＠
馬場

古民家標準間取り

トイレ

門（長屋門）

井戸

＠
糸井

＠
阿曽

勝手に太子町

厩
縁側

「それでもね、 自分で薪を割って、 焚い
た風呂はね、 やっぱりどこか違う。 温
かくて体の芯まで温もります。 疲れた
体も心も癒してくれますよ」 と、 家
主さんはにっこり。 ひと手間かけて焚
くお湯は格別なんですね。 僕も、 こ
のお風呂に浸かってみたいな～。 （功）

麦藁葺きだった屋
根はトタンで覆われて
いますが玄関を見上
げたら新しい色の天井
が。 開くと聞いて、 梯子
をかけて上って中を見せ
ていただいたら赤穂葺き替え
用の麦わらが少し残っていて、 冬の
寒い日でも温室みたいな温かさでした。 「必要
最低限の修理をしているだけ」 という家主さん
ですが、 それがむしろ歴史を大切にしながら、
家への愛着を育てているようでした。 （加尾）

押入

もう、 この辺りで薪の風呂はこの
お宅くらい。 知り合いの大工さんか
ら木材の切れ端を頂いているそうで
す。 今は使っていないけれど、 昔は水
も井戸から汲み上げていたんですって。 そ
れを思えば、 今は水道をひねれば水が出るから便利に
なりました。 よそのお家は、 時代を先読みして、 ガスや
電気のお風呂へ変えていきました。 しかし、 このお宅の
お風呂は壊れない。 壊れないのに、 ガスや電気のお風
呂に変えるのはもったいない。 薪も下さる方がいて、 わ
ざわざ薪を買う必要もない。 特に、 薪風呂にこだわりが
あるわけでなく、 変える必要がなかったから、 薪風呂の
ままなんだそうです。

この家の最後の住人は７０年ほど前に亡く
な っ た お ば あ さ ん … の は ず だ っ た の で す が、
「近所に住んでる親戚の女の子にあとを継いで
もらうんだ」 って元気なうちからご近所にも言っ
ておられたそうで、 それが現実になって住み
続けられているお宅です。
小学生の頃に家を受け継いだ家主さん、 大
人になってご縁があって赤穂へお嫁に行かれ
たけどご主人とともに３ヶ月でこの家に戻ってく
ることになったのですって。 い
まもご主人の名字の表札
があがっています。

仏壇

＠
船代

＠
福地

土間

げす板を敷いてお風呂に浸かると、 体の芯からほこ
ほこと温もります。 ああ、 極楽。 …と思っていたら、 お
母さんが脱衣場の外から 「湯加減どう？熱かったらうめ
てよ」 と話しかけてきます。 娘さんの旦那さんが、 この
お風呂に入浴中、 お義母さんが突然話しかけてきて思
わず身構えたことも。 じつはもうすぐこのお風呂ともお
別れ予定なのだそうで、 「ちっちゃい体で何十年も風呂
焚いてくれて感謝しとんや」 とお母さんをねぎらうお父
さん。 家族の思い出はずっと温かいままです。 （モト）

古民家と呼ばれるお宅
は他にもありますが、 川
島の茅葺屋根のお宅は、
もうこちらのお宅だけにな
りました。 外から見れば、 ト
タン屋根ですが、 母屋とつながっ
ている納屋の中へ入れて頂くと、 立派な梁に
竹を編みこんだ天井が見られます。 この構造
のおかげで夏は涼しくて、 冬は暖かなんだそう
です。 柱は石の上に乗っているだけ。 日本建
築の匠の技がさえます。 築 100 年は超えてい
るそうで、 お庭のサルスベリと椿は、 ご先祖
様がお植えになったものなのだとか。
「私は、 この家を地域のみなさんが、 気楽に
集まってきて、 お茶を飲みながら話ができる場
所にしたいんです。 出入りしやすい様に、 壁を
取っ払い庭も潰しました。 月に一回でもいいか
ら、 地域の皆さんに利用して欲しいです」
現在、 この建物は社会福祉法人の作業場と
して活用していて、 いつかは地域の人の為に
役立ててほしいと職員にはおっしゃっているそう
です。 って言うか、 言われてるの僕なんだけ
ど…。 いつの日か、 地域の方々に利用しても
らえる日が来るかもしれません。 （功）

台所

「今日は寒かったなぁー。 風呂入って温もりたいわ。
おーい、 お風呂沸いとぉか ?」 「あ、 はい、 はい」
お父さんがお風呂に入ったのは、 この会話を交わし
てから３時間後。 むむ、 ３時間とはなにゆえ。 この会話
は冬の午後４時のこと。 ちょうど畑から帰ってきたお母さ
ん、 片付けもそこそこにお風呂の焚口へ行き、 薪を焚
べます。 薪はお父さんが近所の製材所で端材を買って
きて薪割りしたもの。 ３０分に一度くらい火の調子を見な
がら、 ようやくお風呂に入れるのは３時間後。
こういうわけです。
「夏場は天日のお湯で十分やから焚
かへんのやけど、 冬場は天日だけで
は足りへんから」 というお母さん。 天
日 と い う の は、 屋 根 の 上 の 太 陽 熱 温
水器のこと。 地下水を汲み上げて屋根
の温水器に送るそうです。

茅葺きを望む

座敷

床の間

風呂を焚く

風呂
中庭

＠
阿曽

居室
蔵

勝手口

取材に行かせていただいたお宅や編集メン
バーの記憶をたどりながら、 よくある太子町の
民家の間取りを描いてみました。 古くなったとこ
ろは直したり、 住みやすいように変更したり、 壊し
てしまうことも。古いだけが歴史というわけでもなく、
生活にあわせて更新されていくのも民家の歴史な
のかもしれません。

ここにもある歴史

＠
鵤

庭を愛でる
お庭に入り大きなマキの木のアーチをくぐると江戸
時代にタイムスリップするかと思えるお宅。
こちらのご先祖は代々龍野藩の大庄屋を務めた方
だそうで、 その史実が庭園のそこかしこに残されて
います。 「これは海を表していてね、 そ
の尖った石が船を表しているんで
す」 「平 た い こ れ は 御 駕 籠 を 置
い た 御 駕 籠 石」 さ ら に 池 の 奥
には釈迦如来、 文殊菩薩、 普
賢菩薩を表している三尊石組
があり、 真ん中の石は枯山水
の枯滝なのだとか。
今 は 水 が 枯 れ て い る 池 は、 田
んぼに水が入るとその水が流れ込み
座敷にいながらにして農業水量を見て取るこ
とができるというものです。 大庄屋として田んぼの水
に常に目を配っていたんですね。
座敷前にある茶色い高い石は手水鉢。 鞍馬石と
いう京都の珍しい石を用いているとのこと。 鉢には雨
水が入っています。 「寒い日はひよが来るの。 他の
水は凍ってしまうからかな？ ひよが水を飲みにくる
のね。 それが縁側に座っていると見えて可愛いの
ね」 と家主さん。
せちがらい世の中ですが、 このお庭を見ている
と今が令和なのか昭和なのか、 はたまた江戸時代
なのか錯覚してしまいそうです。 門の内側と外側で
は時間の流れ方が違うような気がしました。 （瀧）

民俗資料館は、 福地にあった民家を移築。 茅葺
き屋根の平屋で、 江戸末期に建てられたもの。
内部に日常の生活に使っていた民具などを展示
しています。 登録有形文化財。
▲龍野藩大庄屋
田寺伝右衛門氏

＠
田中
茅葺き屋根は 15 年ほど前に銅板で覆われたそ
う。 職人さんがいないなど、 維持するのが難しく
なったのだとか。 銅板の下、 時の移り変わり
を茅が静かに見つめています。

かつて醤油屋さんだったという築１００年の古
民家。 玄関の前には昔豆を引いたのであろう石
臼があり、 横には帳場があったそうです。
仏壇のある座敷側は、 昔の建具を再現して
もらったり欄間を補修したりと、 なるべく建築当
時と同じに。 天井が今の建物よりもだいぶ低く、
座ってみると落ち着きます。 土間と台所だっ
た 部 分 は 生 活 の 場 と し て、 フ ロ ー リ ン グ、
今風の キ ッ チン、 電化製品な どと並んで
蔵出しの物入れが。 これからリノベーショ
ンしようと思っている方にも参考になりそ
うです。

こちらのお屋敷、 いまの所有者は初代から数えて
10 代目。 この家では代々、 久兵衞を名乗り、 ご近
所から糸久 （いときゅう） さんと呼ばれていたので、
その名前を残したく、 門の改装時に 『糸井久兵衞』
の看板を配置したとのこと。 その構えに圧倒的な存
在感を感じ、 怖気づく取材班。
しかし 「ようこそ、 我が家へ。」
と歴代の当主の声が聞こえた気
がして、 導かれるように門をく
ぐりました。 そのすぐ脇の部屋
は、 ご主人がご友人に手料
理を饗すこともあるそうで、
鉄板料理店のように改装され
ていました。 広大なお屋敷を管
理するだけでも並大抵ではないと
思うのに、 お屋敷を進化させておられ
ることに心を打たれました。
取材班のハートを鷲掴みにしたこのお屋敷は、 7
代目当主が大正末期ぐらいに 5 年くらいかけて建て
られたと伝え聞いておられるそうです。
カメラのフレームに収まらないほど長い柱、 木製
窓の大正硝子、 大丸百貨店が昭和
初期に設計した台所、 思わず撫
でたくなる階段手摺りのアール
部分など、 あちこちに撮影ス
ポットがあり、 ついにはスマホ
がバッテリー切れに。
とくに座敷から眺める緑豊か
な庭は圧巻で、 囲いがあるのを
忘れるほど開放感を感じ、 まるで
先人から四季折々の贈り物をいただい
たかのような気分になります。
和室だけかと思いきや鎧戸やステンドグラスを設
えた洋室もあり、 その和と洋のバランスは絶妙で、
ため息が出るほどの美しさです。
ご先祖様が見た景色は現代へと受け継がれ、 家
族の思い出は色褪せることはないのだと感じました。
「日頃より、 構えに恥じないように美観の維持に努
めています」 とおっしゃるお二人の傍らで、 歴史を刻
むかのように今年の梅が咲きはじめ、 春の訪れを告
げていました。 （モト）

印象が強いのは柱。 太い湾曲した昔なが
らの梁があちらこちらにむき出しで使われていま
す。 家族の誰かが子ども時代に使ったというタ
ンスも活躍中です。 古い扇風機やミシン、 鏡台、
ちゃぶ台などが置かれていますが、 「使われず
きれいにしまわれていたものより、 使い続けてき
た傷に味があるんです」とのこと。
玄関を見上げると柱に
ツ バ メ の 巣 の 跡 が。 あ
えて残したいと拭き取ら
ずにおいてありました。
「傷や汚れがあるからこ
そ大事にしたい」 そんな
気持ちがあるからこそ古
民家に住み続けることがで
きるのかもしれません。 （瀧）

▲銀木犀

▲書院欄間

取材に応じてくださった町内のみなさま
本当にありがとうございました！
siita 編集室

＠
山田
明治１８年、 山陽道巡幸の時に明治天皇が通られ
たお宅。 藤の花や銀木犀が咲き、 付近を彩ります。

なおして住む

歴史を紐解く

岡本功 小林知子
土井美紀 長谷川香里

▲WHO の旗にも
あるマーク！

▲豆の選別機

取材班

重末素子
堀八重美

瀧北りえ
柳内真理子

▲瓦コレクション

