
600 年の歴史を持つ古典芸能の能楽は、
歌（謡）と舞で構成されています。
謡と聞くだけで、「古くさい」「難しい」と
イメージ先行で思う人が多いと思いますが、
立派に日常生活の中で息づいています。
例えば、結婚式や祝い事で披露されたり、
テレビや映画でしばしば謡が出てきたりし
ています。
「観世流謡曲の会」は設立 25 年を迎え
ました。毎週金曜日午後 1時～4 時が定
例会です。会費は 3か月で1万円。東京
で修業された谷川先生の、笑顔を絶やさ
ず熱心な、そして厳しい中にも暖かみのあ
る指導に導かれ、わきあいあいと活動して
います。
年に一回の公民館まつりの出演も楽し
みの一つです。
一緒に能楽の基本、謡曲を楽しんでみ
ませんか？親しんでみませんか？年齢に関
係なく続けられる趣味でもあり、声を出す
ので健康にも良いですよ。
見学はいつでも受け付けていますので、
気軽にいらしてください。会員一同、みな
さんのお越しをお待ちしています。

三滝地区の歴史を学び、知識をさらに高
めることを目的に、西区役所、三滝少年自
然の家及び三篠公民館の協力のもと、三滝
地区のガイドボランティアとして、西区役所
や三篠公民館が行う事業に参加しています。
秋に行われた「三滝歴史散策会」につい
てご紹介します。
朝 9時、三滝駅に集合。この日は17 人

の参加者があり、当会の6名がガイドを担
当しました。2班に分かれて、さあ出発です。
三滝駅から「親鸞聖人像跡」、「日渉園
跡」、「一番観音」、「誓願寺」へと歩を進め
ます。公園で休憩をしたのち、「無縁墓
地」、「三瀧寺」まで、学んだ知識を活かし
てガイドボランティアを務めます。美しい
紅葉に彩られた三瀧寺は、この日、年に一
度の多宝塔の御開帳でした。
参加者からは、「身近な地域の歴史に触
れて大変貴重な時間だった。家族にも伝
えたい。」との感想がありました。
これからも学習を重ねながら、地域の皆
さんに喜ばれる活動をしていきたいです。
活動日：毎月第 1木曜日
 午後 2 時～3 時半

こんにちは、「スポーツウエルネス吹矢
観音同好会」です。平成 29 年 4月から、
主に木曜日の午後 2 時から2 時間、南観
音公民館で活動しています。
ところで、皆さんはスポーツウエルネス吹
矢をご存じですか。6ｍ、8ｍ、10ｍと上達
の程度で的までの距離は異なりますが、
細長い筒に円錐形の矢を入れ、的に向
かって吹くスポーツです。よく「肺活量や
腹筋が弱いからできない」と言われる方が
おられますが、そんな事はありません。年
配の方から子どもまで、男性でも女性でも、
どなたでも同じように楽しむことができます。

日に日に暖かくなってきました。冬の寒
さに背中は曲がっていませんか。背筋を
まっすぐにして、的に向かって吹いてみま
しょう。身も心もすっきりしますよ。
皆さんをお待ちしています。

「己斐ニュー盆栽同好会」は己斐の伝統
文化 “盆栽 ”を再び盛んにする目的で 3
年前に発足。月1回第 3日曜日10 時から
盆栽づくりを楽しんでいます。
盆栽は自然の風景を切り取って表現す
る芸術で、近年は若い人、女性に愛好家
が増え、世界の文化になっています。
己斐の盆栽は江戸時代のはじめ浅野藩
主に従ってきた植木屋次郎右衛門に始ま
ります。己斐を植木栽培の好適地とし、
藩の保護を加えて植木村として発展し、明
治末から昭和にかけて植木・盆栽の盛ん
な地として繁栄し、国内外に名を馳せるほ
どになったのです。しかし今は栽培地も
宅地となり、植木の町「己斐」の面影はな
くなってきてしまっています。
最近は住環境の変化とともに、小さな盆
栽・手のひらサイズの可愛いものまで親し
まれ、四季折々年月を越えて愛着を持って
樹木を育てる楽しさがあります。
初心者も気軽に始められる小品盆栽か
ら、部屋の中でも楽しめる新しい盆栽づく
りを楽しんでいます。

津森正裕レポーター ひろ記者まちの文化や歴史を学び、伝え広げる広島の魅力

広島城では、広島市指定有形重要文化財「広島城下絵屏風」（複製）
をご覧いただけます。約200年前の広島城下を、西国街道沿いに描いたも
のです。さまざまな建物あり、いきいきと暮らす人々あり、江戸時代後期の
広島は、西日本有数の賑わいを見せていたのです。しかし、現在の多くの
方は、感心しながらもこの絵の中は昔々のことだよと、どこか遠くを見ている
ような感じがするのではないでしょうか。そのため、ここに描かれている道筋
は現在でもほぼ歩くことができますよ、と言うと、びっくりされると思うのです。
では、広島城下絵屏風の中の西国街道を、現在の道筋で東からたどっ

てみましょう。まずは猿猴橋から京橋に向かいますが、駅前通りが街道を
分断しているので、横断歩道に迂回しなければなりません。しかし、かつて
の西国街道で現在通ることができないのは、ここだけなのです。「西国街
道」の道しるべを見ながら京橋を渡り、同じような道しるべの立つ幟町の青
柳屋付近から、正光寺前を南下していきます。江戸時代にはなかった銀

山町の電車通りを超え、もみじ銀行本店の横
を通って、えびす通りを再び西に進みます。
（仏だん通りを通る道筋もありますが、ここに
は描かれていません。）金座街から南下して
本通商店街に入り、さらに西に進むと広島城
下の起点だった元安橋に到ります。橋を渡っ
て、かつての繁華街があった中島の平和公
園を通り、本川橋（前回、江戸時代は猫屋

橋だったと紹介されていましたね）を渡って、堺町を抜け、天満橋まで到り
ます。
こうたどってみると、屏風の絵と見比べながら西国街道を歩いてみたくな

りませんか？ 例えば江戸時代、多くの商店が軒を連ねていた「本通」は、今
でもショッピングストリートとして多くの人が集まる活気ある場所です。一方、
残念ながら同じ西国街道筋でも、明治、大正、昭和、平成と時を経るにつ
れ、新しい道や新しい繁華街が生まれ、かつての賑わいを失ってしまった
箇所もあります。
今年は、浅野氏広島入国から400年の節目に当たります。その頃にはす

でに整えられ、広島を支え続けた西国街道を、今また広島の大動脈として、
新たな賑わいの創出に活用しようという動きも起こっています。原爆で広島
の歴史は失われたという人もいます。確かに、断ち切られ失われたものは少
なくありませんが、今でも歩ける西国街道沿いに、広島の歴史は連綿と続
いています。

Profile
広島城 主任学芸員
前野 やよい

今も、普通に歩けるけん。 ～歩いてみよう、西国街道
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グループへのお問合せについては、
各公民館へお願いします。

今年、浅野氏入城400年を迎える広島城は、開館61年目を迎える博物
館で、広島の歴史や文化に関する企画展示、教育普及事業を担当して
います。江戸時代の広島城下町の様子や現在の広島の町とのかかわり
を「広島城下絵屏風」などから読み解いたり、実際に城内や広島の町を
歩いて、現在も広島のあちこちに隠れている広島城や城下町広島の
「あと（痕跡）」を紹介しています。

「ひろ記者」とは、市民自らが地域のまちづくり活動やイベントなどを
取材し発信していく、広島の市民レポーターです。

http://www.city.hiroshima.lg.jp/hirokisha/

▲「夏の夜、祈りと平和の夕べ」広島東照宮
　（提供／東区役所）

▲二葉山山麓の神社

▲JR広島駅新幹線口2階
　ペデストリアンデッキに集合

▲川野幸代3代目会長

三滝歴史学習会
三篠公民館2

「二葉の里歴史の散歩道」は不動院から二葉
山の麓を通って、ＪＲ矢賀駅までに点在する由緒あ
る神社・仏閣や史跡などの文化遺産を結んだ散
歩道。散歩道を巡るツアーを実施している「二葉
の里歴史の散歩道ボランティアガイドの会」3代
目会長の川野幸代さんに活動の概要を聞いた。
「定期ガイド」と「いつでもガイド」
「ふたばの日定期ガイド」は毎月28日に実施。ＪＲ広島駅新幹線口2
階ペデストリアンデッキに集合し、5コースに分かれて約2時間半散策。
季節ごとの企画も… 3月「花巡り」、7月「被ばくの痕跡を巡る」、11月
「赤穂義士ゆかりの地を巡る」。平成29年度は1,203人が参加。
「いつでもガイド」は年間を通じて個別に申込を受付。年間で約
2,300人を集める。
毎年8月5日には東区役所と共同で「夏の夜、祈りと平和の夕べ」も
実施。二葉の里周辺の7社寺が石灯籠や参道に千本のろうそくを灯し
て原爆犠牲者の霊を慰めるとともに、来訪者の参拝のおもてなし。
1年間の研修を経たガイドが案内
平成17年からガイド活動を開始し、ガイドは現在22名。約1年間、社
寺・歴史の学習と参加者への説明要領の研修を受けてガイド活動を
行っている。
広島の歴史と文化を体感、平和を祈る
二葉山山麓には、広島城築城以前の海岸線に沿って建てられた4
社寺と築城後に城の鬼門の方向に建てられた3社寺、合わせて7社寺

が並び、近年は七福神めぐりで賑
わっている。
この辺りには、軍都であった広島
の姿も遺る。日清・日露戦争に関
連する碑、防空壕跡、高射機銃陣
地跡なども見られる。二葉山平和
塔（仏舎利塔）は、世界恒久平和
を祈願し、原爆の犠牲者の冥福を祈るため、
昭和41年に高射砲台跡に建立されたもの。
二葉の里地区には近代的な建物が並ぶ。

「同時に、この地区は、1000年以上前の
文化財が残る広島の原点の地から、広島
城の鬼門の社寺、軍都であった遺り、原爆
の記録まで、まさに広島の歴史と文化を体
感できる。さらには、大切な平和を祈る場所
でもある。」と川野会長。「若い人も含め、多
くの市民の皆さんに歴史と文化、平和の大
切さを体験してほしい。」
季節ごとに装いを変える二葉の里歴史の散歩道で歴史と文化に浸る

時間を過ごされてはいかがですか。

かわの さち よ

らしっくレポートひろ記者が行く

らしっくコラム
Rashikku column

地域のみなさんの学習活動を応援する最も
身近な施設「公民館」でまちづくりに関する
活動をしているグループをご紹介します。
今号は、西区内公民館で活動しているみな
さんです。

公民館へ
〜西区内公民館〜

ようこそ！

今回は、「二葉の里歴史の散歩道ボランティアガイド
の会」について取材しました。
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書道を通して、感性を磨き自身を成長させ、多くの人と関わ
り、書道の素晴らしさを伝えているのが三吉重三さんです。
三吉さんは、小学3年生の授業参観の時に、母親に書を褒

められ、喜ばれたのをきっかけに本格的に書道にのめりこむよう
になったそうです。中学校ではクラブ活動で、高校では専攻科
目で書道を選び、教師の薦めもあって広島市や呉市の学生展
に応募。その頃、恩師でもある永井玉翠先生から「滴翠」の
雅号を与えてもらいます。
三吉さんは一般企業に就職後も大好きな書道を続け、高校

時代から始めていた通信教育も継続。その仲間と毎月勉強会
を開き、書道を究めるようになります。
「広島県内在住で、同じ通信教育を学んでいる世代を超え
た仲間との勉強会。私は若いという理由で世話人に選ばれて、
休めなくなってしまったんです。しかし、大好きな書道をコツコツ

と続ける中でさまざまな事を学びました。
初心を忘れない、好きになる、周囲の
理解と協力を仰ぐ、そうしていると良き
師、良き友と巡り合う。生きていく上で
大切なことばかりです」と三吉さんは、
書道を通して得たことについて話して
くれました。
昭和55年、日本書道教育学会の
師範免許を取得後も、ますます書道
に熱中し、平成11年に広島県美展に入賞するなど、今まで
数々の賞を受賞しました。また、書道以外にも水墨画や篆刻、
刻字にも取り組み、絵画や写真、版画、陶芸などジャンルを超
えた芸術家たちと毎年1回、合同美術展を開き、その主宰を務
めています。
定年後の平成15年からは、広島市シルバー人材センター書

道教室の講師に就任するなど、自ら書道を学ぶ傍ら、書道を
多くの人に教える活動も始めます。
人材バンクでは、介護施設での書初め会へ講師として出向

いているほか、人材バンクフェスティバルの会場で、筆遊び
コーナーを開き書道に親しんでもらっています。
「書道を通して、感性を磨き養ってきました。また一つの事を
継続することは、苦労の連続であり、自分が試されているよう
で根気がいります。しかし、何事も諦めず取り組んでいれば、
きっといい事がある、その気持ちを忘れないことですね」と三吉
さん。
心を無にして、ただ一心不乱に筆を走らせて書き綴る書の
世界。三吉さんの作品からは、幼い頃の喜びを忘れず、大好
きな書道に一生懸命取り組んできたからこそ培った、経験豊か
な人生が表れているように見えました。

さまざまな分野の達人たちが登録しているまちづくりボランティア人材バンク。
地域活動やまちづくりのお手伝いに、
今日も、あなたのまちを達人たちがおうかがいしています。

人 材 バ ン ク

図書館や公民館、幼稚園や民間保育サポート施設、広島
市中央図書館でのイベントなどで、絵本・紙芝居の読み聞か
せを行っているのが、はまの省蔵さんです。
平成17年、赴任先の三次市で、知り合いに誘われて三次

市立図書館で開かれた読み聞かせ会に行き、そこで子どもた
ちが目を輝かせながら、読み聞かせに聞き入る姿が、強く印象
に残っているそうです。それ以来、はまのさんは赴任先の中国
地方各地の図書館に出向き、所蔵されている色々な絵本や紙
芝居を読み漁り、知識を深めていったそうです。
平成24年、広島に戻ったはまのさんは、自ら絵本や紙芝居

の読み聞かせをしたいと思い、図書館に出向き本格的に勉強
に取り組みます。「子どもは正直なので、読み聞かせの声の
トーンひとつで、目の輝き方が違ってきます。どんな声で、どん
な風に喋るか、作品によって、声をどう使い分けるのか、日々
勉強ですね」と、読み聞かせの難しさと魅力について語ります。
女性と違って声が太い男性は、いかに優しく語りかけるかなど、

スキルやテクニックが問われるそうです。はま
のさんは、落語を学んだことがあり、その経験
が読み聞かせにも活かされているそうです。
「子どもたちに評判のいい作品は、絵本で
は「100万回生きた猫」「イチゴ」、紙芝居は「へっこき嫁」「田
の久」などです。これらの作品を読んでいると、一緒に来てい
る子どもの親も、気がついたら真剣に聞き入っていますね。本
当はそれぞれの家庭で、絵本の読み聞かせをするとお互いの
コミュニケーションも取れて、親子関係もより親密になると思うん
ですけどね」。
はまのさん自身、まだ読み聞かせをする側としては勉強中だ
そうです。今後は、もっとスキルやテクニックを磨き、広島市内
の図書館で定期的に読み聞かせ会を開いて、多くの親子に参
加してもらいたいと思っています。なかなか難しい男性の読み
聞かせ。試行錯誤しながら奮闘するはまのさんの姿に、大きな
夢を感じました。

名人宝人名人宝人

達人
作品によって読み方や声のトーンを変え
絵本・紙芝居の読み聞かせを追求し子どもを笑顔に

コツコツと70年近く書道を究める
書道を通して、生きていく上で大切なことを学ぶ

。

▲三吉重三さん

▲はまの省蔵さん

▲刻字 ▲水墨画

▲高校生の時に書いた書

▲カフェでの読み聞かせの様子（平成30年7月） ▲カフェでの読み聞かせの様子（平成31年2月）

ボランティア紹介・登録などのお申込・お問い合わせは…
合人社ウェンディひと・まちプラザ  1（082）545-3911 5（082）545-3838
（まちづくり市民交流プラザ）

書道家  三吉 滴翠（重三）さん

Interview 1 Interview 2

なが い ぎょくすい

まちづくりボランティア
人材バンク達人を
紹介してもらうには…
まちづくりボランティア人材バンクは「自分の知識や技
術を活かしてボランティア活動をしたい」達人と「ボラン
ティアで来てほしい、教えてほしい」団体・グループとをつ
なげるシステムです。
現在260名余りの達人が300件を超えるボランティア活
動で登録しています。年間350件程度の達人紹介の申込
みがあり、日程や活動内容等の条件が整った約300件が
活動につながっています。
地域活動や手作りイベントなど市民の皆さんが活動する

中で、「お願い！達人」という時は、お気軽にご相談ください。
1．人材バンク紹介申込書の作成
どういう団体・グループが、いつ、どこで、誰を対象に、
何をする行事なのか、希望する達人を所定の申込書へ記
入します。決まっていない項目は空欄のままで大丈夫です。
※紹介申込書は、人材バンク登録内容リストや当プラザ
HP、ひろしま情報a-netから入手できます。

※申込書の作成が難しい場合はご相談ください。
2．合人社ウェンディひと・まちプラザへ申込み
当プラザへ、FAX、Eメール、郵送、窓口へ持参のいず
れかで申込書を提出します。初めて申し込まれた団体や詳
しいことを確認したい時には、当プラザより連絡をさせて
いただくことがあります。
3．当プラザから達人へ連絡・調整
紹介申込書の提出後、希望する達人へ当プラザから打

診の連絡をし、紹介の可否を確認します。（連絡・調整に
は、1週間程度かかります。）
4．申込団体へ達人の連絡先をお知らせ
達人紹介の内諾が得られたら、達人の連絡先をお知ら

せします。達人との直接のやり取りのスタートです。速やか
に正式な依頼の連絡を取りましょう。
5．活動・イベント等の準備と実施
実施に向けて、達人との十分な打合せを行いましょう。

しっかり相談すれば、お互いに良いアイデアが生まれます。
いよいよ、活動・イベントの実施です。
6．活動報告アンケートのお願い
活動終了後、当プラザよりアンケートをお送りします。
実施結果や感想、写真、配布資料等を報告してくださ
い。その後の紹介に大変役立ちますので、ご協力お願い
します。

ボランティア登録者が自らの達人ぶりを披露します。
気軽にお立ち寄りください。
●日時／毎月第 4土曜日 午後 2時～3時半
　※時間は変更になる場合がございます。
●場所／南棟 1階ロビー

まちづくりボランティア
人材バンク発表会

※当バンクは、政治、宗教、営利目的の活動での利用はできません。
※達人紹介は、団体・グループからの単発な活動に限ります。個人
活動や長期継続活動への紹介はできません。

※達人は、実費弁償ボランティアとして活動します。交通費、資料
代、材料費等の実費は、申込団体にご負担いただきます。

5月の人材バンク発表会はお休みします。

ひろしま終活センター 河﨑 康次

ひろしま紙芝居村 村長  阿部 頼繁

田島 勇、マサじい

竹原 陽子

相続の法改正について

市民球団広島カープの紙芝居上演（予定）

動くオモチャの手作り工作（予定）

原民喜のフィールドワーク体験＆紙芝居「夏の花」上演（予定）

４月27日（土）

６月22日（土）

７月27日（土）

8月24日(土)

開催日時 内　  容 出演者名

※内容・出演者は急遽変更になる場合があります。

はまの省蔵さん
しょうぞう

み よし てきすい しげそう

0807




