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34年に及ぶ活動が認められ、神戸市文化活動功労賞を受けた。相楽園会館で開催された贈呈式で
は久元喜造神戸市長から賞状などをいただいた。

神戸深江生活文化史料館

道

谷

神戸市文化活動功労賞受賞と
受賞祝賀会
副館長

卓

神戸深江生活文化史料館は、平成二十六年度神戸市文化活動功労賞
を受賞した。この賞は、神戸市内において、文化活動で長年努力を続
けてきた個人や団体に対して贈られるものである。史料館がこの賞を
受賞した理由は、長年にわたり貴重な地域の民俗資料等を収集・保存
し、特色ある展示を行うととともに、小学校三年生の授業「むかしの
暮らし」に協力して毎年二〇〇〇人の児童の見学を受け入れたり、住
民による町の記録化活動等に協力するなど、地域文化拠点としての役

に勢揃いした。贈呈

式では、最初に各賞

の贈呈が行われ、史

が、久元喜造神戸市

料 館 も、大 国 館 長

長から、神戸市文化

活動功労賞の賞状と

記念品が手渡され

た。賞 の 贈 呈 に 続

き、市長と市会議長

の祝辞があり、お祝

いの演奏が行われ

て、和やかな雰囲気

の中、贈呈式は終了

した。なお、このと

き贈呈された神戸市

文化活動功労賞の表彰状が、史料館の受付前に展示してあるので、来

館の際、ご覧いただければ幸いである。

館で行われ、大国正美館

が、今回の文化活動功労賞受賞の経緯についての説明も含めて開会の

の方は、道谷副館長の司会により正午にスタート、最初に、大国館長

方々が出席、史料館の文化活動功労賞受賞を祝ってくれた。さて、会

また、史料館では、神戸市文化活動功労賞を受賞したことで、関係

長と道谷卓副館長が出席

あいさつを行った。つづいて、設置者を代表して、深江財産区管理会

労 賞 の 贈 呈 式 が、平 成

した。当日は、神戸市文

者を集めた受賞祝賀会を、平成二十六年十二月二十一日に深江会館二

化賞、同文化奨励賞の贈

の廣瀬隆作会長が、受賞の喜びと出席者へのお礼の言葉を述べられた。

階の大ホールで開催した。当日は、史料館にゆかりのある約五〇名の

呈も行われ、各賞あわせ

次に、来賓を代表して、神戸市東灘区の井川博区長からお祝いの言

神戸市中央区の相楽園会

て一四組の受賞者が会場

－2－

あいさつする大国館長

写真２

二 十 六 年 十 一 月 十 四 日、

この神戸市文化活動功

による。

向上に貢献してきたこと

神戸の文化・学術振興の

割 を 果 た す 施 設 と し て、

市文化活動功労賞賞状
写真１
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も井川区長に推薦していただいており、その時は残念な結果となって

その推薦者となっていただいた方である。実は、この賞、その前の年

葉を頂戴した。井川区長は、今回の文化活動功労賞の受賞に当たり、

の道谷副館長が終わりの言葉を述べ、祝賀会は終了した。

こうして、宴もたけなわとなった頃、予定の終了時間が近づき、司会

スタッフや地元の深江塾のメンバーからもお祝いの言葉をいただいた。

に、現在の史料館活動を支えてくれている小学校見学のボランティア

生の社会科の学習素材としてとても貴重な存在だと強調された。最後

今回の神戸市文化活動功労賞の受賞は、史料館のこれまでの地道な

しまったが、今回は二度目の挑戦での受賞ということで、推薦者とし
ただいた。井川区長は、このあいさつの中で、史料館が深江地域の文

活動が評価されたものと認識している。今後、こうした活動が継続で

て、ホッとするとともに、大変うれしく思っているというご挨拶をい
化の拠点として重要な存在であることはもちろん、小学校三年生の団

きるよう、努力していきたいと思う。

の発声で祝宴へと移っていった。なお、平成二十六年十一月に灘の酒

関係者のあいさつのあと、祝賀会は、杉浦昭典名誉館長による乾杯

灘小学校三年生のみなさん（一八一名）です。当日、道谷副館長より

が八万人に達しました。八万人目の入館者は、地元深江の神戸市立東

一九八一年二月開館以来、二〇一五年二月五日に、史料館の入館者

８万人目は東灘小学校

体見学の受け入れやトライやるウイークへの協力など、深江地域をは
じめ神戸市全域の小中学校の子どもたちの教育にとってなくてはなら

で乾杯する条例が施行されたこともあり、この宴でも、ビールではな

「来館八万人の証」と記念品を贈呈しました。

－3－

ない存在になっているということを強調された。

く灘酒による日本酒での乾杯を行った。そして、しばしの間、歓談と
なり会場は和やかなムードに包まれた。歓談の途中、アトラクション
会場内に鐘と太鼓の音色が響き渡り、五月のまつりが再現されたよう

として大日霊女神社奉賛会による「深江だんじりばやし」が披露され、
だった。この後、今回の受賞にあたり関係する方々からお祝いの言葉
をいただいた。まず、本庄村史編纂委員であった神戸大学文学部の奥
村弘教授が、史料館の存在意義とユニーク
な活動体制について、専門家の立場からお
話しされた。次に、東灘区役所の石神晋一
副区長は、広報課に勤務していた頃、神戸
市の広報番組やグラフ誌で史料館の活動を
何度も紹介したことを思い出し懐かしいと
言われた。また、地元の小学校・本庄小学
校の平山直樹校長は、史料館が小学校三年

写真

道谷副館長から８万人の証を
受ける東灘小学校児童
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深

江

深江の井戸と人々の暮らしの調査

全体概要

塾

平成二十六年四月から約三カ月間、深江塾のメンバーは深江地区の

現存する個人井戸の所有者からの話では（その人は調査時六十歳台半

ば）、祖父がこの地に住み始めた明治時代半ばには井戸がつくられ始

め、概ね大正から昭和のはじめに設置されたということがほぼ共通し

昭和三十年代に深江の幹線道路から生活道路にまで神戸市営の水道

ている。

が敷設されると共に井戸の役割は小さくなり、共同井戸はその姿をほ

とんど消した。共同井戸がなくなると同時に、そこにあった長屋も姿

げ、水道と両用使用されることとなった。その個人井戸も阪神・淡路

個人井戸は市営水道の普及と共に蓋がかけられてモーターで汲み上

を消して各独立した住宅に変わった。

調査はメンバーの記憶にある井戸の所在を、住宅地図で確認し現地

大震災をきっかけにその多くが姿を消すか利用されることはなくなっ

戸は地域のコミュニケーションの場でもあった。
へ行った。井戸で外観が現存したのは六カ所、うち一カ所の水は涸れ

た。井戸は埋められ、コンクリートで完全に蓋をされて今ではその家

井戸から水を汲み上げる釣瓶（つるべ）はバケツの小型のものと思

－4－

井戸の調査を行った。「井戸端会議」という言葉があるように、共同井

ていた。利用したと思われる人を中心に、場所、設置時期、利用方法、

の人すら「井戸はこのあたり と
｣ しか分からないようになってしまっ
ているところも少なくない。

利用者、利用内容、廃止の時期と理由など聞き取りを行った。
共同井戸の位置と時期

えばよい。違いは提げ手の頂点が環になっていてその環に細手のロー

井戸の道具

ら三世帯程度がひとつの井戸を利用していた。二世帯で利用した井戸

共同井戸は、借家の長屋形式の住宅に付属して設置され、二世帯か
の場合、ひとつの井戸を住宅の土間にある互いの仕切り壁をはさんで

プがつけある。このロープの長さは井戸の深さに応じて長短がある（写

ち込んでしまった時、この鉤を

かけて引き上げた。ただ、鉤は

井戸に投げ込んで沈んだつるべ

何かの拍子につるべが井戸に落

を探し、錨の爪でつるべをひっ

道 具 で、ロ ー プ が 付 い て い る。

さな船の錨（いかり）のような

つるべに付属して備えられていたものに鉤（かぎ）がある。ごく小

真１）。

両側から使っていたケースが二カ所あった（表 、 ）。それ以外の井
戸は、今倉泰子氏宅に残る一個の例外を除いて屋外で、屋根は付いて
ちなみに戦前の深江での住宅は借家が多く、自分の住宅であっても

いない。家主が長屋建築に併せて井戸を作ったのであろう。
土地は借地の場合も多かった。戦後を中心に深江に転居してきた世帯
は、居住地を不動産屋や地元有力者を通じて購入した。深江には「○
坂口家、飯田家、中尾家など何軒かあった。長屋はそうした地主また

○家は駅まで他人の土地を踏まずにいける」といわれる地主として、
はその一族の貸家であった。

つるべ

41

井戸の設置時期についてはいずれも確たる時期は特定できなかった。

写真１

40
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ないほうが多い。道具の貸し借りもご近所のコミュニケーションのひ

どの井戸にも備えてあったわけではないようで、個人所有の井戸では

しいた井戸は石を取り出して水洗いした。共同井戸の場合は、利用者

「泥さらえ」とは、砂の上に溜まった泥をすくって出すことで、小石を

戸底は砂で、その上に小石を敷き詰めていた。メンテナンスとしての

き手）の若い衆の協力を得た。

がみんなで協力した。個人井戸では近所の漁師、網引き（地引網の引

とつである。
井戸の利用
井戸水の利用方法は、多岐にわたる。

設置されることが多くなった。ポンプから出る水の出口は「雨どい」

昭和二十年代の終わりころにはつるべだけでなく手押しのポンプが

井戸の周り

カナダライの側にしゃがんでする洗濯は主婦の仕事で、結構な重労働

のような五、六十㌢の長さの筒が付けられている。ポンプの出口を中心

洗濯がまずあげられる。水をカナダライに入れ、洗濯板で洗った。

がんで手を動かしながらおしゃべりにも精を出した。典型的な「井戸

にその筒は一八〇度くらい回転する。出口が回転できることで井戸の

だった。主婦が洗濯する時間はほぼ共通で、幾人かが井戸の周りにしゃ
端会議」で、ご近所のごく限られた狭い範囲のたわいのないゴシップ

周りで作業する人が移動せずに各自のタライやバケツに水を注ぐこと
それらの店もなくなった。

ができた。深江の町にもポンプ屋が複数あったが、井戸の消滅と共に

を楽しんだ。
深江の井戸端は、魚を扱う小商人（行商人）の情報交換の場として

小型の電柱がある共同井戸があった。白い笠の付いた白熱灯が井戸

－5－

も役に立った。魚を扱う道具をその日の商売を終えた後に井戸端で洗
う。洗い作業の同じ場に居合わせた商売人同士の会話に、その日の売

端を照らし、冬の日が暮れる
つるべ、ポンプから後には電

れ筋や顧客の動向などをそれとなく交えるのである。これは深江の井
昭和二十年代後半から三十年代初めは子どもたちにとって深江の海

動モーターを井戸の側に置い

のが早い季節には重宝された。

は海水浴の場であった。夏休みには地元の子ども達やその親戚の子ど

ていわゆる水道給水のように、

戸端のひとつの特徴といえるであろう。

も達はすぐ前の海で遊んだ。日に焼け、塩水につかった体を井戸水で

た。

るようにした井戸も多くなっ

蛇口をひねれば水が供給され

冷たい井戸水で冷やしたスイカは格別であった。朝から網に入れて

洗った。海から上がった体に井戸の水は冷たかった。
井戸に投げ込んでおいたスイカは、午後には芯まで程よく冷えて最高

に約一坪程度のモルタル敷き

共同井戸はその井戸を中心
の洗い場がある。場所によっ

のおやつであった。当時スイカは一個丸ごと買ってきた。浜辺の居酒屋
ではビールをケースごと井戸に入れて冷やして客に喜ばれたそうであ

は空地があり、洗濯干し場に

て洗い場のさらにその周りに

る。
井戸のメンテナンス
年に一度井戸水を全部くみ出して底にたまった泥を取り除いた。井

井戸付近でみつかった地蔵

写真２
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もなった共有の空間であった。
井戸周辺で地蔵も見つかっている（表 、写真２）。阪神・淡路大震

ない家の井戸は震災前と変わらず水が湧き出て、水質も変わらない井

ンションの工事などがあ

使っている。西の方でマ

現在も植木の水遣りに

ど前から床の間に飾るように簡略化した。

神酒・ろうそくを立ててお供えした。十五日ごろまで飾ったが十年ほ

た。井戸替えの後は餅を二つ重ねてお供えした。正月にも餅二つと御

て掻き出し、男性のみが井戸底に入って砂利を上げ、女性が汚れを洗っ

戸替えを行い、水をすべ

【井戸替え】八月に井

のではないか。

の水脈につながっている

るたびに水が濁る。東西

戸もあった。井戸の深さによるものかもしれないが、深江の井戸は細

深さ 水面から五五㌢

地上からの立ち上がり一九㌢

納多春稔氏（深江本町三―六―一七、表５）
内径九一㌢

地上から二三〇㌢

明。水道がつくまでは飲料水として使い、阪神・淡路大震災の後、一

【経緯】納多家は古くから深江に住み、いつごろ設けられたのか不

（写真４）。

三段重ね、最下層は木枠になっている（写真３）。滑車も残っている

【現状】直径（外径）一〇五㌢・縦五〇㌢のコンクリート製の輪を

水面高

外径一〇五㌢

１

現存する井戸

かい水脈に分かれていたのではないかと想像される。

が湧き出なくなった井戸もあった。ところがわずか五十㍍も離れてい

た。地震後、井戸の底が持ち上がったのか、水脈が変化したのか、水

はその度合いを上げ、震災数日前には、塩辛さは海水と同程度であっ

井戸水に「塩が入る と
｣ いう言葉には大地か海か、いずれかに何がし
かの変化の予兆という意味があったらしい。震災二カ月前から塩辛さ

る井戸水に塩が入りだした（表 ）。「水が塩辛い」というのではなく、

阪神・淡路大震災の前年の十一月半ばころから深江南町二丁目のあ

震災の影響

れている。

てきたのではないか、と伝えられている。現在は東側のＯ家で保存さ

残されており、地震前には付近になかったことから、井戸の底から出

災で全壊した集合住宅を解体したところ、跡地に残った井戸の付近に

28

時泥水になったこともあったが、近所の人に利用してもらい喜ばれた。

－6－

22

納多家の井戸

写真３

納多家の滑車

写真４
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２

藤本義一氏（深江南町三―八―二四、表 ）
内径七三㌢

井戸枠から一七五㌢

外径八五㌢
水面高

水面から一〇五㌢

地上からの立ち上がり一九㌢
深さ

【現状】直径（外径）八五㌢・縦五六㌢のコンクリート製の輪を四
段重ねている。二段目が阪神・淡路大震災で西方向に三㌢ずれた。現

ように呼び掛けたが「沸かして飲んだら大丈夫だった」という人もい

）

た。元は台所の土間にあったが、家を南に下げて再建したので、家の

内径六五㌢

地上からの立ち上がり五〇㌢

中尾重治氏（深江南町二―四―二六、表

外になった。
３

外径七六㌢

重ねている。地上部分の南側と北西側に幅一㌢の亀裂があるが内部に

【現状】直径（外径）七六㌢・高さ六〇㌢のコンクリート製の輪を

水面から五〇㌢

【経緯】大正初期に元の持ち主が家を建てた時に設けられたと思わ

は及んでいない。地上から一段目と二段目の輪の接続部分が一㌢ほど

深さ

れる。水道がつくまでは飲み水として利用していたが、金気があるの

地上から一七〇㌢

で濾して飲んでいた。水道がついてからは使わなくなったが、昭和四十

南北にずれている。いずれも阪神・淡路大震災の時にできた。震災後

水面高

年ごろ自宅に風呂を設け風呂用の水として使い始めた。阪神高速の神

は金属製の蓋をして使用していない。以前に使用していたころと水面

在も植木などの水遣りに使っている（写真５）。

戸線工事のため、東方面で掘削を始めたところ、一時かれたことがあっ

【経緯】祖父が明治四十年代、住み始めたときに作った。昭和二十

の高さは変わらない。

人に提供して喜ばれた。飲用の検査を受けていなかったので飲まない

年代から三十年ころまでは飲料水として利用し、水道がきてからは主

に散水、洗濯などに使用。昭和五十年ころには飲料としては完全に使

用しなくなった。大震災から一週間程度すぎたころ塩分が少し混じり

だした。散水や洗濯にも使用せず蓋をして現在に至る。

【付近の状況】井戸の東側に幅四㍍の公道があり、公道をはさんで

東は戸建と三戸一棟の長屋が二棟ならんでいて二個の井戸があった。

西側に網元の中尾家の屋敷があり、屋敷内にも井戸があった。さらに

南には二棟の酒蔵があり、昭和二十年代初め、蔵の中に約五㍍四方（深

さは不明）のコンクリート製の水槽があった。この水槽の水は内部井

戸を利用したものと思われる。酒蔵の南には借家が二戸ほどあって、
４

深さ

水面から底まで二〇〇㌢

地上からの立ち上がり三〇㌢

細川雄三氏（深江本町二―五―六、表３）

そこに外部井戸が一個あった。
内径六八㌢
ほぼ地表面に同じ

外径七七㌢
水面高

－7－
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たから水脈は東から来ていると思う。阪神・淡路大震災で水を近所の

藤本家の井戸
写真５
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【現状】直径（外径）七六㌢のコンクリート製の輪を重ねて井戸と
している。井戸北西部分に幅一㌢弱の亀裂が底に向かってあるが、地
上部分までにとどまっている。亀裂のできた時期は不明。震災以後、
鉄製の蓋をして使用していない。水面がほぼ地表レベルとなっている
のはめずらしい。
【経緯】明治四十一年に細川家が住み始めた時には井戸はすでにあっ
た。昭和三十年ころまで飲料水としても利用していた。市営水道がき
災前）に水質検査をした。その結果大腸菌が検出されて「飲料不適」

てから飲料水としては使用しなかったが、念のため平成五年か六年（震
とされた。その後は蓋をし、たまに散水のためだけに使用している。
水汲みはやや大型の釣瓶を使用（写真１）。当家はきれいな水を大量に
【付近の状況】北に旧西国浜街道の六㍍公道があり、道路から約二

使用する「洗い張り」を仕事としていて、井戸の水を利用した。

いている。水面高は井戸枠内の跡から見れば地表から約四〇㌢、枠か

存する唯一の共同井戸である。三戸一棟の世帯が共同使用で屋根が付

㍍敷地に入った建物の西側に設置していた。この敷地に隣接して岡田
家があり井戸もあったが、阪神・淡路大震災時には水が出なくなった。

ら一㍍程度にあったと思われる。よって水深は七五㌢ほど。井戸底は

【経緯】設置時期は定かではない。昭和のはじめに長屋ができたと

そのため細川家の井戸水を利用した。震災時にはほかにも近隣に井戸

きに設置されたらしい。以来、市営水道がつくまであらゆる生活用水

水を配水し感謝された。毎日、複数の近所の人が井戸水を汲み上げた
の豊かさが、「洗い張り」の商売を支えた要因の一つであろう。この井

として利用してきた。昭和三十年代に市営水道が敷設されたとき以来、

水がかれて泥状の土がひび割れた状態である。

戸から札場通りを西に渡った正寿寺南の深江本町三丁目六付近に戦前

が、翌朝には前日と同じように井戸水面は回復していた。この湧水量

には豆腐製造販売店があった。豆腐製造の水もこの近辺の湧水量の豊

利用していないので、水が何時涸れたのか分からない。

普段水面は井戸枠上部から約一㍍で、釣瓶を使って水汲みをしてい

－8－

今倉家にある共同井戸

写真６

富さがその理由であろう。
今倉泰子氏（深江南町三―三―三、表 ）

た。ジェーン台風をはじめこの地に幾度かあった高潮の時には、井戸

水面も上昇し、柄杓で水が汲めるほどであった。数字的には普段の井
井戸枠上部から一七五㌢

地上からの立ち上がり五〇㌢
深さ

水面高

戸水面から五十㌢から一㍍程度の上昇であろう。深江の海が高潮によっ

内径七五㌢

【現状】深さ六〇㌢のコンクリート製の輪を三段以上重ねて井戸枠

て水面が上昇するにつれて、海に繋がる海岸近くの水脈の水は海水の

水なし

としている。地上にひび割れなど傷はない（写真６）。深江に形状が現

外径八八㌢

５
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圧力を受けて、その海水面上昇の分だけ高くなったのだろう。

井戸は自己の敷地内にあったが、区画整理の道路拡張時に半分が公

当該井戸は私道の一番奥に位置している。私道に接して西側には四戸
があった。

この道の両脇にはそれぞれの家に個人井戸を中心に並んだ状態で井戸

【付近の状態】井戸に面した道は浜から寺に一筋の道となっていた。

道にはみ出す状態になって現在の状態となっている。

の住宅が並び南端の公道に面して岩本氷店がある。震災前、昭和四十

【付近の状況】南にある公道から幅二㍍の私道が南北に伸びている。

年代初めまではこの私道の東側にも長屋三戸が並んでいた。この路地

調査の一覧表をみると井戸は深江南町に多い。また明治から大正時

◇

代につくられたという伝承も多く聞いた。江戸時代の絵図や明治前半

には共同井戸は写真のものを含め計三個あった。そのうちの一個は、
岩本氷店とその北側の世帯の共有井戸であり屋内土間の壁を挟んで共

の地図を見ると、深江本町が深江集落の中心だったのは明らかで、明

治大正時代に開設伝承を伝える井戸は、そのまま深江の街並みが深江

同使用していた。もうひとつは東側の住宅三戸が使用する共同井戸で
三枝照於（深江南町四―一三―三四、表 ）

あった。現在は今倉氏宅にある写真の井戸枠のみが現存している。
６
内径七五㌢

多くは街並みの変化に伴って、地中に埋もれたのだろう。逆にいえば、

どうだったか。納多家のように現在も井戸を守っている家は少ない。

としている。震災直後までは井戸枠はもう一段の輪が地表に出ていた。

伝えられてきたものを、次代に引き継ぎたい。無理ならせめて記録だ

今も井戸が現役として生きていることに驚きも感じる。地域に守られ

南町に伸びていった発展を示す痕跡のように思える。では深江本町は

外径八七㌢
深さ

地上からの立ち上がり三㌢

水深九一㌢

現在は地表に出ていたコンクリート枠は井戸のそばに放置された状態

また興味深いのは井戸の周辺から見つかった地蔵。地蔵を井戸から

けでも、と願う。

た。かつては飲料水として利用もしていたが、公営水道が引かれてか

【経緯】設置時期は定かではないが、少なくとも大正の初めにはあっ

地蔵が沸いてきたなどの言い伝えがある。深江の場合は、伝承は伝わっ

救った、井戸から出現した、弘法大師の錫杖で突いたところから水と

柏崎市、京都府京都市など各地に残る。井戸から助けを求める地蔵を

発見する民話は静岡県磐田市、長野県松本市、愛知県知多市、新潟家

らは散水、洗濯などに利用した。盆には井戸さらえを行った。バケツ

ていない。

調査とまとめは、森口健一、松下芳子、飯田一雄、植田延生、増田

震災後は、井戸底の土が上がった。以前はもっと深く水深は一・五㍍

美枝・畠信也・本間ヒロ子の各氏をはじめ多くの方にお世話になった。

した。調査にあたっては本文に記した所有者の方々のほかに、岩本喜

行雄、津田雅敏、大国正美が行い、森口が執筆したものを大国が修正

くらいはあった。震災の時にも井戸水は豊富で、近所の人達が行列を

末筆ながら御礼申し上げる。

の半日仕事であった。

くしてから底にある子どものこぶし大の石を取り出して洗浄した。夏

で一人がくみ出し地上で一人がその水を流して処分する。水を全部な

が高く底が見える。

ふたには「防火井戸」と赤色ペンキの表示がある。井戸の水は透明度

で置いてある。井戸は鉄の蓋をして道具がないと開けることは困難。

井戸枠地上部から井戸底まで二三〇㌢

【現状】深さ六〇㌢のコンクリート製の輪を四段程度重ねて井戸枠

50

作って生活用水として利用するため汲みに来ていた。
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井戸の分布と聞き取り
番号

住所

所有

1

本町２－４

共同

田んぼの中に戦後バラックが建てられて井戸が設けられた

概要

現存
無

2

本町２－５

共同

戦災後の応急住宅が数軒あり。主に朝鮮の人が住んでいた。日常生活に使用

無

3

本町２－５－６

個人

屋外で今も水は豊富にあり湧き出る。使用していない。あふれた水は北側道路側溝へ排出。南隣接の
住宅の井戸は震災時には涸れたが、当該井戸は変化なく近隣に給水支援した

有

4

本町３－１－24

個人

日常生活・飲料水などに使用・震災後は蓋をして井戸の状況は不明

有
有

5

本町３－６－17

個人

現在も植木の水遣りに使っている。一番底は木枠。８月に井戸替え、正月に井戸の神にお供えをする

6

本町３－６－21

個人

市栄豆腐店が井戸水利用。閉鎖した後も水が湧き出ていた

無

7

本町３－７－６

共同

元は長屋があった

無

8

本町３－８

共同

魚の行商人がトロ箱など商売道具洗いに利用

無

9

南町１－12－11

個人

「災害時市民開放井戸登録制度」に基づく井戸で災害時に開放

有

10

南町２―１－７

個人

屋外。門塀に囲まれた敷地内にあり、生活用水として専用井戸

無

11

南町２－１―20

個人

屋外。門塀に囲まれた敷地内にあり、生活用水として専用井戸

無

12

南町２－１―21

個人

屋外。門塀に囲まれた敷地内にあり、生活用水として専用井戸

無

13

南町２－１―23

個人

屋外。門塀に囲まれた敷地内にあり、生活用水として専用井戸

無

14

南町２－２―３

個人

屋外。門塀に囲まれた敷地内にあり、生活用水として専用井戸

無

15

南町２－２―５

個人

屋外。門塀に囲まれた敷地内にあり、生活用水として専用井戸

無

16

南町２－２―13

共同

屋外。２戸長屋住宅と戸建１戸が生活用水として共同使用

無

17

南町２－３－10

共同

屋外。計６戸の長屋借家（所有者は２名）に３個あり２戸で１個の井戸を生活用水として共同使用

無

18

南町２－３－12

共同

屋外。計６戸の長屋借家（所有者は２名）に３個あり２戸で１個の井戸を生活用水として共同使用

無

19

南町２－３－15

共同

屋外。計６戸の長屋借家（所有者は２名）に３個あり２戸で１個の井戸を生活用水として共同使用

無

20

南町２－３－17

個人

ポンプでくみ上げていたが震災後でなくなった

無

21

南町２－３－20

個人

地震まで洗濯などの水として使っていた。いまはコンクリートでふたをして使っていない

有

22

南町２－４－10

共同

屋外。戸建借家および２戸の長屋が生活用水として共同使用。震災前まではコーヒー用水にも使用し
たが２カ月前から塩分はいる。震災後コンクリートで蓋をして使わず

無

23

南町２－４－26

個人

屋外にあり生活用水として震災までは使用。井戸枠が震災でずれを生じているが水は豊富にあり

有

24

南町２－５－４

個人

屋外。生活用水

無

25

南町２－５－15

個人

ガレージの外側に現存

有

26

南町２－６－15

共同

屋外。４戸が生活用水として共同使用。井戸周りに共同物干し場があった

無

27

南町２－７－８

共同

長屋で利用

無

個人

屋外にある。生活用水として３戸長屋があり戸別に井戸が３個あった。震災後井戸を解体した業者が
地蔵３体を彫り込んだ石を置いたまま撤収した。どこから見つかったか不明だが、震災前は見た人が
おらず井戸の底から出てきたのではといわれている

無

28

南町２－７－17

29

南町３

共同

43号線ができるまで存在。戦災復興住宅の生活用水として利用

無

30

南町３－１－28

個人

屋外の井戸。生活用水に使った

無

31

南町３－１－31

個人

屋外の共同井戸で、花谷家の親戚世帯だけで生活用水として共同使用

無

32

南町３－１－32

個人

屋内。震災時にも井戸は涸れず、塩分もなく近隣に生活用水として給水し、感謝される

有

33

南町３－１－32

個人

屋外にあり生活用水に親戚２軒で共同使用

無

34

南町３－２－15

個人

漁師の家の井戸。屋外。震災後はコンクリートの蓋をして使用せず

無

35

南町３－２－15

個人

屋外。震災後はコンクリートの蓋・空気抜きパイプ設置。今でも新年には塩をおいてお祈りをする

無

36

南町３－３－３

共同

半屋外 ･ 屋根付。３戸の長屋住宅で共同使用していた。釣瓶が史料館に現存

有

37

南町３－３－３

共同

３戸の長屋住宅共同使用

無

38

南町３－３－４

共同

屋内で２戸の長屋住宅が土間の仕切りを挟んで共同利用

無

39

南町３－３－５

個人

広い敷地で煎り屋の業務に使用

無

40

南町３－４－14

共同

４戸の長屋住宅。２戸の住宅が土間の仕切りを挟んで共同使用

無

41

南町３－４－15

共同

４戸の長屋住宅。２戸の住宅が土間の仕切りを挟んで共同使用

無

42

南町３－８－24

個人

現在も植木の水撒きなどに使っている。市営水道がくるまでは飲み水としてつかっていた。震災で井
戸底がせりあがった。震災では近所の人が水を汲みに来て喜ばれた

有

43

南町４－８－20

個人

酒店夏にはビールを井戸で冷やして客に喜ばれた

無

44

南町４－８－22

個人

屋号牛松の網元の井戸で、若い衆が共同生活をしていて生活用水につかっていた

無

45

南町４－９－６

共同

４戸ほどの長屋住宅（三葉荘）があり生活用水に使われた

無

46

南町４－11

個人

浜崎パーキングの隅切りの位置にあった

無

47

南町４－11－６

共同

３戸～４戸の長屋住宅の共同利用。生活用水

無

48

南町４－11－16

共同

３戸の長屋住宅共同利用。生活用水全般

無

49

南町４－11－26

共同

３戸ほどの長屋住宅共同利用。生活用水として使用

無

50

南町４－13－34

個人

非常用に使える看板が立っている

有

51

南町４－14－11

個人

海水浴帰りの子ども達も利用

無

－10－

～
深江塾

年代の深江浜を歩く（３）

深江物語（５）
昭和

白砂青松の浜

森

口

健

一

しの

忍びあい

乙女の姿が

浜の様子が偲ばれます。

浜千鳥」という歌詞があってかつての

昭和三十年ごろには、その面影を残しているのは神楽町（いまの深

江南町一丁目）だけになっていました。神楽町の海岸寄りには黒松の

林が点在し、屋敷の敷地内にその松林が取り込まれていました。その

様子の例は先に「佐久間邸」の稿にある通りです。

昭和二十九年の航空写真（写真１）を見ると、深江南町一丁目付近

の海岸近くに森が見えます。これは神楽町の海寄りの大半を占める松

れらの社宅には個々には門や塀はありません。広い松林全体が一〇軒

林です。この松林の中に鐘紡の管理職用の社宅が点在しています。そ

波はさざ波 白帆が見ゆる／今日は東風

深江の浜は昭和二十年以前には、白砂青松の海岸というにふさわし
磯の松

ほどの社宅の共有敷地になっています。全て平屋で黒瓦葺のものです。

玉の汗／白い砂浜 恋の夜

好いたどう

い風情があったといいます。昭和二十一年五月に作られた「深江小唄」

30

向こう鉢巻

明治時代から昭和のはじめにかけて深江から芦屋の海岸に海浜別荘

そのため各住宅は松の林の中の別荘地の趣が感じられました。

がありました。海浜別荘は例えば佐久間邸のように、二階建てであり

個々に塀をめぐらし、立派な門が作られ、この社宅とは違いました。

昭和二十五年に高潮から町を守るために海岸全てに防潮堤が造られ

砂浜は堤防の南側だけになりました。松林も海岸付近に点在した「屋

敷の庭」と神楽町（深江南町一丁目）の社宅用地などだけとなったの

です。今では神楽公園やそばの公道に複数の松の老木があります。個

人の家に取り込まれなかった松林の名残です。本庄小学校の校歌にあ

る「歴史を語るか深江の老松」や校庭横の「名残の松」も白砂青松の
松の面影を伝えています。

昭和四十年代になると神楽町にあった社宅は、次々とマンションに

変わりました。ちなみに現在「カネボウアーバン」というマンション

は当時のカネボウ社宅の跡に分譲された住宅です。このマンションの

敷地には少なくなったけれども当時をしのばせる松があります。

－11－
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には「澄んだ青空
出舟の支度

昭和29年ごろの深江南町１丁目付近
写真１
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我は海の子
かつての深江の浜辺には「われは海の子」という唱歌の歌詞のイメー

細かい目の白い網が乾くと大きなハンモックのようです。見つかれ

ば大目玉を食らいますが、子ども達はそれらの網をハンモックやゆり

この浜は深江で地引網の行われる唯一の場所で、波打ち際からずっ

辺は、南北三〇ないし四〇㍍、東西一〇〇㍍ほどの砂浜がありました。

らでも、見附町（深江南町三丁目）から東町（二丁目）にかけての浜

るまでの間か工場の人や網元の関係者が沖の様子を見るための待機場

のベンチ様の腰掛が置いてあります。この小屋は地引網の仕事が始ま

側は堤防を壁として東西を板で囲み、広さは八畳ほど。中には手作り

簡素な平屋の建物がありました。四方に丸太の柱を砂に打ち込み、北

見附町の海岸には「見張り小屋」と子ども達が呼んだトタン葺きの

かごのようにして遊びました。

と沖まで、岩はもちろんコブシ大の石すら無い砂浜でした。地引網は

所です。

ジを髣髴とさせるものがありました。昭和二十五年に堤防ができてか

沖のほうから網を海の底を引きずりながら徐々に引き上げてくる漁法

ていますから雨の日の格好の遊び場所でした。

屋は子ども達の小屋になりました。粗末でも屋根があり壁にも囲まれ

んど使われることはありません。この漁が終わる季節になるとこの小

地引網は春から秋にかけての漁ですから晩秋から次の春まではほと

です。海底に岩や石ころがあれば網が破れてしまいますから、地引網
に適した海岸で
した。
東町（深江南

春秋の朝夕にはその小屋では小さな焚き火がされていました。そん

な様子を見ていた子ども達は、地引網漁が終わった季節になると、サ

ツマイモを何処からか調達してきてヤキイモをしました。火の気の無

いところで煙が出ているのですから、大人たちに叱られるはずですが、

大人たちは「うまいか？」と笑って見過ごしてくれました。小屋の中

で子ども達だけの他愛の無いおしゃべりやベッタン（メンコ）で日が

昭和二十年代の夏、扇風機すらめずらしい海岸近くの家は夜でも窓

暮れるまで時を過ごしました。

や戸を閉めることはありません。お盆が過ぎるころ、海が少し荒れる

ことがあります。そんな夜は蚊帳の中で寝ている子供の枕元まで波の

故郷の岸をは

音が聞こえてきます。子ども達は聞こえてくる波の音を「子守唄」と

流れよる椰子の実ひとつ

聞きながら眠りにつきました。
遠き島より
「名も知らぬ遠き島より

－12－

町二丁目）の浜
には、地引網の
網を干す場所や
コンクリートで
できたプールの
ような網洗い場
が あ り ま し た。
地引網の網は網
目が細かく白い
網でした。その
網を洗った後は
何本かの電柱の
ような柱に渡し
て日に干します
（写真２）。

網を干している様子（昭和29年ごろ、喜多一晴）
写真２
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を漂うだけでなく水中を漂うものもあります。そのようなものはとり

汝はそもに波に幾月」という昭和十一年の島崎藤村の作詞の歌

昭和二十年代前半には海が荒れた後の波打ち際には爆弾の残骸が転

なれ
の海岸で見つけた椰子の実からであった」という趣旨の文を書いてい

錆びてぼろぼろになっていました。中には黄色いドロドロのゼリー状

がっていることもありました。直径三十㌢くらいの円筒形のもので、

わけ地引網の大敵で、魚と漂流物が混在して仕事になりません。

ます。とりわけ嵐の後は実感できました。漂着したモノたちです。多

があります。柳田國男は「島崎藤村がこの歌を作ったのは、知多半島

くは河川敷の植物で、時折、直径三〇㌢ほどの樹木の幹も混じってい
漂流物には生き物がそれらに乗ってやって生きていました。多くは

に、現在の深江浜町のある工場にはつい最近まで「Ｂ の落し物」と

後に川西航空機などに対する空襲の残滓であると聞きました。ちなみ

か、砂浜に埋まっていたものが現われ出てきたものかは分かりません。

のものが流れ出ているものもありました。波で沖から流されてきたの

昆虫です。バッタ、コオロギ、コガネムシ、名も知らぬゴミムシの仲

ます。木製の小型の家具の壊れたものも混じっています。

間。さらにはヘビやトカゲもいました。嵐がおさまって日差しがさす
ころ、それらの生き物たちは砂浜を北（内陸部）に向かってぞろぞろ
と歩いていきます。台風が去ってから数日は過ぎています。生き物た

して焼夷弾の一部が道路に向かって吊り下げられていました。

想像に過ぎないけれど、「浜エビス伝説」や「踊松伝説」は「見知ら

晴天があって漂流物が乾いたころ、漁師の人が中心ですが、地元の

ではないでしょうか。各地の海岸に残る恵比寿の祠、あるいは羽衣伝

なにか神聖なもの粗末にできないものとして先人たちは受け入れたの

ぬ土地から漂流してきた見知らぬモノ」を異物として扱うのではなく、

人たちはそれらを集めて燃やします。そうしなければ満潮時には漂流

説は根本のところはみんな共通しているように思えます。

中です。終戦後には打瀬網やケタ漁で部品が幾度か引き上げられまし
た。

州の軍需工場まで航空機の部品を運んだことがありました。主に飛行

昭和二十年に入ったころ、深江の漁師が艀に乗り込んで神戸から九

処分しました。処分する場所は大阪商船の別府航路の南で、ちょうど

の残飯や期限切れの食品などを神戸港の第四突堤辺りから積んで沖に

昭和二十年秋から二十一年ごろのこと、進駐軍に雇われた船が米軍

海の贈り物の話

機の計器類でした。艀は軍事用の物品をシートで隠してポンポンとま

処分した場所はピンポイントで分かります。そこで米軍の処分品を引

東灘区の南あたりの海でした。漁師はヤマタテはお手の物ですから、

き揚げに行きました。瓶ビール、ハムの缶詰、コンビーフの缶など食

るでカメのような速さで西に向かいます。ところが運んでいる最中に
回るだけで、抵抗すべき武器などありません。中には銃弾に当たって

料事情のよくない時代でしたから家族に喜ばれました。

艦載機の空襲、機銃掃射を受けました。艦載機に襲われるとただ逃げ

海で空襲にあった話

した。

深江の浜辺を歩きながら、漁師の方を中心に地域の人の話を聞きま

物の多くが再び海に出て漁の邪魔になるからです。漂流物には波の上

ちは住処としていた植物と共に流されたわけです。

29

海に投げ出されて死んだ人もいました。積荷はばらばらになって海の

－13－
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二次災害すら起きてもおかしくないような海に救助活動に乗り出し

高校生たちを救助しました。

今なら大騒ぎになるでしょうが、戦争直後ですから不発弾から燃料を

た深江の漁師の勇気をたたえ、芦屋警察署はそれぞれに表彰状と共に

また深江の沖では焼夷弾の残骸がよく網にかかりました。不発弾で
取り出して持って帰りました。風呂焚きの燃料にするとよく燃えまし

アサリの種貝を撒いた話

賞金を贈りました。その表彰状は今も現存しています。

昭和二十年代初めのころ、神楽町、東町、見附町（深江南町一丁目

室戸台風で海に流された漁師

た。
室戸台風のときの話です。当時深江の港は今のようなものではなく

から三丁目）付近の沖にアサリを撒きました。いわゆる種貝です。沖

海底は泥交じりの砂の海底で、アサリの成育には良かったのでしょう。

て、漁船はただ高橋川の河口の岸に並んで係留していました。（写真
に行き、船上から波にさらわれ、波に

撒いた翌年以降は深江の海

といっても海岸から一〇〇㍍ほどの海です。神楽町から見附町の間の

翻弄されながら沖へ流されていきまし

岸近くではあさり漁が行わ

示川沿いに少

バー東から傍

ヨットハー

町 一 丁 目）の

楽 町（深 江 南

今 で も、神

しました。

その漁師が顧客に直に販売

たアサリは市場には出さず

５）を 積 ん で い ま す。採 っ

４）。舟にはジョレン（写真

岸 か ら 漁 に で ま す（写 真

りの小型船で主に東町の海

ジンの付いていない一人乗

漁期は冬場で、舟はエン

れました。

た。気がつけば港の東の海岸に打ち上
たというわけではなくまさに海にさら

げられていました。泳いで海岸に上がっ
われ、海に持ち上げられてオカに上がっ
たのです。
学生を救助した話
昭和二十七年の春のこと、寒冷前線
が通過し、午後急に突風が吹き荒れま
した。その時、芦屋の河口付近で県立
芦屋高校の生徒のヨットが転覆して流
されました。海岸で海の様子を見てい
た深江の漁師が発見、直ちに深江の港
から漁船で救助に出ました。ヨットと
生徒の姿を見失うまいと舳先に立ち進
路を指示する者、救助の体勢で道具を
握り締める者、船をあやつる者、漁船
は東からの風と波で翻弄されながらも

ジョレン

写真５
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３）。沖は荒れていて、ある漁師が、船が心配で港（高橋川）へ船を見

高橋川河口に停留する漁船（昭和29年、喜多一晴）
写真３

2015.3.31
生活文化史
第43号

写真４ アサリ採りの船
（昭和30年ごろ、大西令子氏提供）

たとき一部の人が潮干狩り程度に採るだけですが。このアサリはかつ

し砂浜らしき場所が少しあってアサリが採れます。せいぜい潮の引い

コチ、延縄にはアナゴな

が、カレイやハゼ、テン

大きな魚ではありません

です。

の幹部の方々とその家族

大阪や神戸の有名な会社

南町一丁目）辺りに住む

客さんは、神楽町（深江

ので、喜ばれました。お

さばいて刺身で食べるも

捕れたての魚をその場で

食 べ る こ と も あ り ま す。

魚は船の上で料理をして

どがかかります。捕った

てこの沖にアサリの種貝を撒いた名残と思われます。
浜のご詠歌の話
深江の浜、東町（深江南町二丁目）の浜では八月の終わりごろ昭和
三十年まで「ご詠歌」をあげ、海で亡くなった人を慰める「御魂鎮め」
が行われていました。波打ち際近くに二間（約四㍍）四方で笹竹を立
て、その竹に細い注連縄で周りを囲んだ空間です。その空間の中に十
人ばかりの着物姿の年配のご婦人が海に向かい声をそろえて、ご詠歌
と呼ばれる念仏を一心に唱えます。子どもたちはそれらの人々の周り
を取り囲んで、見ていました。海で亡くなった方の無縁仏は現在の本
舟遊びの話

庄墓地に「無縁さん」の一部として祭られています。
昭和二十年代半ばから三十年代まで、お客さんを乗せて打瀬船で深

どで、打瀬船にはエンジンも付いていますが、このときは魯を漕いで

町（深江南町四丁目から一丁目）までの沖合一〇〇ないし二〇〇㍍ほ

んは甲板（船板）で滑らないように、おそろいの藁草履を着用してい

たときの風景です。鉢巻をしているのは、船頭の花谷覚さん。お客さ

七月十二日、深江南町に住む住友銀行幹部のご家族一行が舟遊びをし

写真６は昭和二十八年

流しました。季節は初夏から秋口までの天気がよく海も穏やかな日に

執筆したものを、大国が修正した。

生・森口健一・大国正美が記憶や聞き取りをもとに意見交換、森口が

本稿は深江塾で飯田一雄・松下芳子・増田行雄・津田雅敏・植田延

した。

ます。花谷さんは「いい仕事だった（日当がよかった）」といっていま

江沖を遊覧しました。高橋川河口の港から磯島、見附、東町から神楽

舟遊び（花谷覚氏提供）

写真６

限られます。
釣りをしたり、前もって入れておいた延縄（はえなわ）を引き上げ
たりして海遊びを体験してもらうのです。浜辺から近い場所ですから

◇
本文をまとめるに際しては、高田省三・花谷覚・中山正男の各氏ほ
か多くの方から様々な協力を頂いた。また聞き取りの直後に花谷氏が
鬼籍に入られた。謹んでご冥福をお祈りしたい。
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県立歴史博物館と史料館
～災害と歴史遺産展協力を通じて～

入された制度の一つ、隣組を宣伝啓発する内容の歌詞が印字された湯

飲みで、昭和十五年（一九四〇）から終戦までに作られたもので、森

北町の藤本博氏宅から救出した。切り子ガラス水差しと炭入れは近代

貸し出し史料を精査する過程で、小林存氏宅から救出した近世の大

のもので御影中町の山本豊氏宅からの救出史料である。

阪神・淡路大震災から二十年を迎え、兵庫県立歴史博物館が、特別

記載がある。日本国際文化センターにある元禄四年（一六九一）図と

永、貞享三年（一六八六）に刊行して以来、変化した分を改めたとの

屋敷新校正大坂大絵図」と題するもので、年号はないが、作者は林吉

坂市中の古絵図の年代特定も行った。「新撰増補堂社仏閣絵入諸大名御
企画展「災害と歴史遺産」（会期一月十日～三月十五日）を開催するに

酷似している。大坂城代は酒井讃岐守、京橋口定番松平大蔵少輔、玉

美

あたり、史料館が救出した史料から、足踏み水車・翼賛隣組湯飲み茶

造定番は渡邊備中守とある。それぞれ酒井忠音、松平勝以、渡邊基綱

正

碗・切り子ガラス水差し・炭入れの四点を貸し出した。中でも足踏み

以外にはなく、この三者が在職している時期は、享保八年（一七二三）

国

水車は制作年代が墨書

一月十五日から享保十年三月二十一日の間に絞られる。大阪城の西側

大

さ れ た 貴 重 な も の で、

村の小林存氏宅から救

九ヵ村の一つ、旧少路

た。近藤さんが心血を注いだ国立民族学博物館の特別展示「屋根裏部

円、神戸新聞総合出版センター）と題する本を出版する事務局も務め

悼する『魅せる！超フォークロア
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史料館館長

展示終了後、県立歴史

の市中が赤い線で囲まれている。火災の範囲を示すものだろうか。

保存状態はよく表装されている。軸全体の大きさは縦二一〇㌢、横

箱に収められている。石澤家と小林家との関係は不明である。

一三四㌢。「郡山藩官下当時大阪市地図

石澤家旧蔵」と箱書きされた
への灌漑用水を引き入

出 さ れ た 史 料。明 治

屋の博物館」の展示準備の真っ最中の悲劇。ふさわしい方はほかにも

県立歴史博物館との関係では、元主任学芸員だった近藤雅樹氏を追

十八年（一八八五）八

おられたと思うが、どなたも名乗り出なかったので、長きにわたって

近藤雅樹ワールドの探検』
（二三〇〇

月の年紀銘があるほ

基金を募り、執筆者を捜し、出版にこぎ着けた。近藤さんが切り開い

指導・支援をいただいたご恩に少しでも報えたらと、作業を引き受け、

た民俗学の新しい流れを次代に引き継ぐ礎になったと自負している。

か、大阪の農具商の焼

茶碗は、戦時体制に導

また、翼賛隣組湯飲み

印 が あ る 貴 重 な も の。

いた。江戸時代の本庄

れるために使用されて

足踏み水車は、田畑

博物館に寄贈した。

足踏み水車の展示（県立歴史博物館提供）
写真１
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ひょうごミュージアムフェア二〇一四
徳

江の昔と今を比べる写真を三組掲載し、「なつかしい暮らしに出会える

ふるさと深江」に掲載された

街 か ど の 博 物 館」と い う メ ッ セ ー ジ を 加 え た。写 真 に つ い て は、

二〇一一年にまとめた「写真でたどる

一組目の札場通は、一九五〇年代に撮影された写真では、浜だけで

康

はなく道路一面にイワシが干されており、漁業が盛んであった深江の

吉

二〇一四年十月四日と五日の二日間、神戸ハーバーランドスペース

様子がうかがえる。一方現在の写真では、遠方には阪神高速三号線の

有

シアターにおいて、「ひょうごミュージアムフェア二〇一四」が開催さ

高架、そして周囲に家が建ち並び、交通に便利な住みやすい町として

史料館研究員

れ、当館も初めて参加した。本フェアには、兵庫県博物館協会に加盟

場通、阪神深江駅、本庄小学校を選定した。

中から、深江を代表する風景であり、比較がしやすいものとして、札

する一四二館の中から一一〇館が出展。そのうち二八館は各館の特色

二組目の阪神深江駅は、一九三〇年の写真では短いホームに木造の

変化したことがわかる。

を行った。当館

駅舎と駅看板が立つ小さな駅であったが、現在は阪神電車と相互乗入

三組目の本庄小学校は、大正から昭和初期頃に撮影された写真と現

れする山陽電車の直通特急が通過する横で、高架工事が進んでおり、

在の写真を並べた。古い写真には一九二〇年に改築した木造二階建て

はポスター展示

れきし（子供用

の校舎が写っているが、現在は一九九七年に完成した鉄筋コンクリー

に よ る Ｐ Ｒ と、

パンフレット）、

ト造四階建ての校舎になっている。八〇年近い間に児童数が大きく増

当時とは鉄道の運行形態や駅周辺の様相が大きく異なっていることが

生活文化史〈史

加したこと、戦災・震災を経て、児童の安全性が確保される校舎に生

パ ン フ レ ッ ト、

料館だより〉

まれ変わっていることを読み取ることができる。

わかる。

や、その他の出

まちとくらしの

版物の配布を

は、まちとくら

示したポスター

本フェアで展

史や当館の活動に興味を持った一人でも多くの方にご来館いただける

あることをポスターでは表現している。今回の出展により、深江の歴

た変化を、地域に密着して記録・保存・継承していくところに特徴が

の生活に変化があったことがうかがい知ることができ、当館はそういっ

このように、身近な写真の昔と現在を比較するだけでも、町や人々

しのれきしの表

ことを願っている。

行った。

紙に準じて、深

－17－

を活かしたワークショップを実施し、その他の館ではポスター展示等

史料館の展示にも多くの市民が見学に訪れた
写真
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樋

口

元

トライやるウィークと史料館
―本庄中学校の生徒を受け入れて―
史料館研究員

巳

中学三年生の恒例の年中行事トライやるウィークを平成二十六年度
も深江会館及び史料館で受け入れた。本年度は本庄中学校六十八回生
二年生樋口達也君のみになった。二〇一二年にもそうであったが、二
名参加の予定の所、一名は病気欠席のためである。
六月二日から六日までの期間、二、三日は深江会館で、五、六日は史
料館が担当した。会館では大日神社の境内の掃除を主に、手広く会館
の仕事に携わった。一人という事もあって慣れぬ仕事に苦労したとい
うのが樋口君の感想である。

もらった。史料館の研究の一部を

がって来ていたので、それに他の機関等への発送等の仕事を担当して

丁度史料館の機関誌「生活文化史〈史料館だより〉」の最新号が刷り上

いるが、本年はたまたま取り上げるに適当な新着の資料がなかった。

年は生活資料の整理や解説作成等の基礎的な仕事を手伝ってもらって

類の使用法について説明し、過去の生活の片鱗に触れてもらった。例

て全部一人でした。氷掻き器や夏用の飯櫃やガラス製の蝿取り器が特

ものになった。一人なので職員が手伝おうとしたが、一人でやるといっ

夏の風物に展示替えをしてもらった。仕上がりは写真の通り上出来な

している。六月に入ったので、それまでの五月の節句の展示に変えて

された貴重な資料を展示すると共に時々の季節に合わせた資料を展示

史料館一階の展示コーナーには年中行事に合わせて、深山氏から寄贈

二日目は展示作業の具体的な体験として、夏の風物の展示を行った。

史料館ではまず展示中の資料を回覧、その多様な種類や珍しい道具

垣間見ると共に、史料館が他のど

さぞかし大変だったと思う。トライやるウィークを長年行っている意

こうして貴重な一週間が過ぎた。見知らぬ人と初めての所に一人で

に興味深かったようである。
通して理解してもらえればと考え

向に沿った体験が出来たのかと言えば、甚だ心許ない思いが残る。

動しているのかを発送等の仕事を
たのである。

－18－

展示に工夫を凝らす樋口君

写真

二

のような期間と繋がりを持って活

樋口達也君
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高

田

祐

一

史料館刊行物に関する図書情報の整備
史料館研究員

史料館では、本庄村史編纂とあわせて古文書の目録や史料集など多
数の刊行物を発行してきた。しかし一部の刊行物において書誌情報が
未整備であったため、二〇一四年度にＣｉＮｉｉ（ＮＩＩ学術情報ナ
ビゲータ）と「国立国会図書館サーチ」（ＮＤＬ Ｓｅａｒｃｈ）にて

史料館の情報発信の動向

～ｗｅｂサイトアクセス状況～

史料館研究員

高

田

祐

一

史料館では、情報発信のツールとしてＷｅｂサイトとブログを運営

二〇一五年三月二二日時点でＷｅｂサイトへの訪問数（ユーザーが

している。Ｗｅｂサイトとブログへのアクセス状況を報告する。

行物にアクセスすることができない。書誌情報や所在情報を集約して

一般利用者は、刊行物の書誌情報や所在情報がなければ、欲しい刊

なった。ブログはサイト運営開始時からの累積訪問数が三六二三五訪

三八七〇訪問で一日あたりが九・四アクセス、前年比では一一％増と

で一七〇九四訪問であった。昨年の二〇一四年二月四日からの差分が

開始したユニーク セッションの数）が、サイト運営開始時からの累積

いる国立情報学研究所の目録所在情報サービス（ＮＡＣＳＩＳ―ＣＡ

問となった。昨年の二〇一四年二月四日からの差分が一〇二八五訪問

書誌情報を整備した。

Ｔ）や国会図書館の蔵書検索システム（ＮＤＬ―ＯＰＡＣ）に情報が

で一日あたりが二五・〇アクセス、前年比では一二％増となった。

）の 運 用 を 開 始 し て い る。
Facebook

登録されることが重要となる。

二 〇 一 三 年 二 月 か ら Ｓ Ｎ Ｓ（

では個人が写真撮影し、感想を添えてインターネットに公
Facebook
開できる機能がある。来館者がそれぞれ自分の博物館体験を友人らと

そこで今回、ＮＡＣＳＩＳ―ＣＡＴ参加機関である国立文化財機構
行物を寄贈した。寄贈によって書誌情報・所在情報が整備され、国立

共有することで、史料館の魅力が蓄積され、情報拡散につなげること

奈良文化財研究所と国会図書館に書誌情報・所在情報がない史料館刊
情報学研究所ＣＩＮＩＩと国会図書館の国立国会図書館サーチにて検

ができる。これまでのＷＥＢサイトの情報発信とは違ったアプローチ

ＷＥＢサイトで電子公開している「史料館だより」のダウンロード

であり、新たな情報発信手段として適切な運用方法を模索していきた

数を号毎に集計している。ダウンロード数が累計八七四件となった。

索できるようになった。また兵庫県立図書館にも寄贈した。史料館外

古文書の目録や史料集などの史料館刊行物は、地域の歴史・文化を

「史料館だより」をいつでもどこでも閲覧できる環境提供に寄与してい

の図書館に所蔵されることで、複写依頼や図書館相互の貸借などが可

継承していくための基礎的資料といえる。このような刊行物は商業出

い。

版でないため、発行部数も少なく市場に流通しない。だからこそ意識

るといえよう。

能となり、全国から史料館の刊行物を利用できる環境となった。

的に図書情報を整備する必要があるだろう。
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史料館日誌抄
史料館副館長

二〇一四年四月～一五年三月

道

谷

卓

二三名）

２月３日

東灘小学校

本山第三小学校

福池小学校

２月

２月

三年生

三年生

２月４日

２月

七五名）

（見学者

六六名）

（見学者一三六名）

（見学者一八一名）

（見学者一三三名）
西灘小学校

三年生

（見学者二六一名）

（見学者

（見学者

七四名）

七七名）

（見学者一七〇名）
日

三年生

（敬称略・二〇一四年四月）～一五年三月

田忠・森澤那美子・森澤達夫・竹田由紀

（藤川祐作記）

岸上美代・大川弘・高井昭十三・今倉泰子・花谷芳昭・板坂時江・中

資料寄贈者ご芳名

二四名）

三年生

三年生

三年生

＝入館者数八万人突破＝

三年生

２月５日

四名）

二二名）

（見学者

八名）

二〇名）

摩耶小学校

向洋小学校

（見学者

（見学者

ポスターと成果物の展示
（見学者

魚崎小学校

２月６日

阪神歴史探訪

二日間史料館業務の体験
（見学者

六甲小学校

（見学者

七名）

（大国・道谷出席）

日

日

東灘区役所職員研修

京都造形芸術大学

一七名）

日

本山第二小学校

日
京都造形芸術大学

大手前大学

（見学者

（見学者

２月９日

日

日

神戸市文化活動功労賞受賞式典

（見学者

高羽六甲アイランド小学校三年生

日／トライやる・ウィーク・本庄中学校二年生一名を受け入れ

園田学園女子大学

二〇一四年
月

６月

日
わくわく東灘（東灘区役所主催）

月
月
日

日

三年生

３月９日

日／ミュージアムフェア（神戸ハーバーランド）

月
日

三年生

一○名）

月

月

大沢小学校

（見学者

月

月
日
八多小学校

日

月
日

（参加者

五○名）

今年度は井戸を取り上げた。災害で助けられ、今も現役。生活に密着

日
本山第一小学校

本庄小学校

（見学者

（見学者

五七名）

八九名）

七三名）
三年生

編
発

『生活文化史』 第 号 ２０１５・３・
集／大国正美
行／神戸深江生活文化史料館
〒
神戸市東灘区深江本町３ ５ ７
☎ ０７８ ４５３ ４９８０（ＦＡＸ兼用）

にちゃんと光を当てていただいたことをうれしく思う。地域の調査は

神戸市文化活動功労賞受賞祝賀会

したこういう歴史こそ掘り起こして継承することが必要だ。

二〇一五年
八七名）

日

三年生

（見学者

１月

（見学者

（見学者一○七名）

中央小学校

三年生

（見学者一○六名）

神戸市から栄えある賞をいただいた。地域の片隅で続けている歩み

集

三年生

月
日

27 13 10

編

三年生

１月

三年生

灘小学校

六九名）

http://homepage2.nifty.com/fukae-museum/

31

本山南小学校

日

（見学者

宝塚市立中山桜台小学校
日

三年生

（見学者一三五名）
（見学者

－

日

１月

稗田小学校

三年生
三年生

－

１月

１月
日

御影小学校

三年生

１月
日

福池小学校

九一名）

１月

２月２日

後
6580021

＜

月

5
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21
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