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行ってきました！ 武蔵野の宝『柳窪旧集落』へ

春ちゃんが行く！！

一っ飛びに夏が来たかと思うような陽気の
５月３日、『柳窪の五月人形・鯉のぼり・餅
つきを楽しむ会』に行ってきました。

うっそうと茂る雑木林と屋敷林と畑が見えて
きました。
新緑も眩しいこれらの木々に抱かれて、どっ
しりと私達を迎えてくれたのが柳窪の旧集落
でした。
明治大正の面影を残すこの地で伝統を守
り暮らされている旧家の屋敷と五月のお節
句の様子を拝見し、最後はお餅も頂けると
いうのが本日のイベントです。見たがり知り
たがり食いしん坊の春ちゃんにぴったりの趣
向に、心おどります。

見えた！
おーきな木々の間から鯉のぼりが見
えてきました☆ 「わーい はやく行
こー。」

受付は柳窪野球広場。
打ち合わせをする人、お餅の準備に
忙しい人達、そしてそんな様子を見
守るようにグラウンドを囲んでいる武
蔵野の大木樹林。きっと遠い遠い昔
から柳窪の人達の営みを見守り続
けてきたのでしょうね。

初めは、野崎正太郎家です。

この鯉のぼりは、本家の野崎市郎さ
んの初節句の時のもので、大正時
代のものだそうです。こんな風に、古
いもの大切にする気持ちがあるから
こそ、この地の伝統が守られてきた
のですね。

こんな縁側に座って、木の葉の囁
き、風の歌に耳を傾けひと時が過ご
せたら素敵でしょうね。
因みに、柳窪旧集落では同姓が多
いこともありお互い屋号で呼び合っ
ておられたそうです。 こちらの屋号は
『奈良山新屋』だそうです。

長い時が織り出した伝統の美しさの
中で、ひと時の艶やかさを競い、咲
き誇っていました。

昔の面影を残す道がありました。
人と人を結びつけるのが「道」本来の
役目だということを思い出させてくれ
ました。 こんな道で出会えば誰でも
挨拶をして、時に世間話に花が咲
き、時に睨みあって通り過ぎたことで
しょう。この道幅では知らんぷりはで
きませんものね。

その先に竹林がありました。
以前は、どこの農家でも敷地内に竹
を植え生活用品から農作業用品に
至るまで全て手作りしていたという話
しを思い出しました。

野崎市郎家です。
堂々たる瓦葺の屋敷は明治の初め
約130年前のもの、欅の屋敷林は
樹齢300年以上だそうです。そこに
泳ぐ鯉のぼりは20年前お孫さんの
誕生を祝って用意したそうです。古き
伝統の中で新しい息吹が生まれて
います。100年後にも、この鯉のぼり
が庭先に泳いでいたら素敵ですね。

アオバズクが営巣しているという大木
の前でご当主が、昔の端午の節句
の様子を話してくれました。
「節句の頃は、この辺の農家にとっ
て、養蚕、茶摘など猫の手も借りた
い農繁期にあたるため祭りは年寄り
と子どもが中心だった。それでも酒・
砂糖以外は全て自給自足の手作り
で準備し節句を祝った」とのことで
す。

この大きなお屋敷も、屋敷内の木を
切って作ったそうです。究極の地産
地消です。

こちらの部分はガラス戸も昔のまま。
温かくて美しいのは、一つ一つが心
を込めて手作りされたためでしょう
か？

掛け軸、鎧兜など見事なものばかり
でしたが、中でもなんとも垢抜けてお
しゃれなデザインのガラス戸に目を奪
われました。ふすまも欄間も同じよう
に昔のままだそうですが、どれも手の
込んだ意匠ものばかり。並々ならぬ
職人さんの技と心意気が100年の
時を越えて胸を打ちます。

武蔵野の木々に抱かれるに村野辰
雄家が見えてきました。

おじゃましま〜す。
ザワザワと集団で訪れた私どもに合
わせるように鯉のぼりが力強く泳ぎま
す。
大雨になった前回のイベントでは、ご
自宅の車庫を急遽提供してくださ
り、大助かりしましたと世話役の方が
感激されていました。ピンチのときの
救いの手ほど有難いものはありませ
ん。

李朝文官像の出迎えを受け。

ギャラリー蔵に到着です。

館内中央に五月人形が飾られてい
ました。

他にも、じっくり見せていただきたいよ
うな品々がいっぱいです。

毎週木曜午後開館だそうです。

長〜い生垣沿いを歩きます。 やっと行き着いたところが村野啓一
郎家の玄関でした。

壮麗な欅の門です。
ものの本によると、このような構造を
薬医門というようです。 大名屋敷や
お寺でしか見られないくらいの見事
な門でした。

広大な敷地の中のお屋敷は、天保
９年（1838年）の建築でこの地
域に現存する唯一の茅葺き個人住
居だそうです。式台つきの玄関部分
は大正末期に増築したものだそうで
す。
見学者一同素晴らしさに見入るば
かり。

一度壊してしまえば元に戻らないと
の思いから歴史ある建物の維持に
心をくだいておられますが、大型家
屋ゆえの苦労は一通りではないよう
です。
その一つが屋根の葺き替え。葺き替
え終わった左端と残りが微妙に違う
のがお判りですか？ 近頃では材料・
人手ともに足りず、毎年１５％づつ
替えて６年かけてやっと一巡できる
のだそうです。

重厚感溢れる鎧兜です。小物に至
るまで本物そのものの縮小版。

玄関の彫刻は、風雨に打たれ老朽
化が進んだため最近原形通りに作り
直したそうです。
鶴に乗った寿老人はふくべ（酒の
入った瓢箪）を持っているそうで
「まぁ飲酒運転ですな」とご当主の軽
妙な語り口が笑いをさそいます。

「大正期の鯉のぼりを裏に出してあ
ります、俎板（まないた）の鯉と
は、このことですなぁ」とユーモアたっ
ぷり。実物を見て、その大きさにびっ
くり！！ のびのびと手書きされた味
わい深いデカのぼりでした。

裏庭の塀は写真の板塀とこの撮影
場所からもう一段下がったところとに
あります。内堀・外堀ならぬ内塀・外
塀といったところでしょうか。その先は
天神社へ続きます。

『東京の名湧水５７選』に登録され
ている黒目川の源流である天神社
前の湧水です。残念ながら現在の
湧水量は僅かのようです。

柳窪緑地保全林内の小径を黒目
川に沿って歩きましょう。

道端にひっそりとお地蔵様（？）が
祀られていました。

来た時に屋敷林越しに遠くから見え
たのが、こちら奥住和夫家の鯉のぼ
りです。でっか〜い！！
こうみると大きさが分かりますね。

竿先には篭玉という珍しい飾りがつ
いています。
ご先祖の奥住又右衛門氏によって
１５０年程前関東に広められた柳
窪小麦は、第二次世界大戦中に他
品種にとってかわられ姿を消してしま
いました。幻となった柳久保小麦を
甦らせたのが奥住和夫氏です。先
祖の残したものを大切にされ、この
地で代々農業を営まれてきたのです
ね。

野球広場に戻ってきました。若いマ
マがお餅付きの最中です。
「日ごろ育児で鍛えた力を見てちょー
だい」。
ペッタンコ、ペッタンコ、もひとつおまけ
にペッタンコ！

「さぁさぁ、オレに任しとけ」
それペタン、それペタン、ペタン、ペッ
タンコ。
心強いサポーターは東久留米駅前
『パチンコ大学』の若きボランティアの
方々でした。お疲れさま。

今度は我らの出番と余裕の笑顔。
赤いシャツの東久留米青年会議所
のお二人です。地元の奥住さんの指
導を受けているところです。

いよいよ柳窪伝統の「三こて餅つき」
の開始です。
「杵を少し寝かせて、交代につくんだ
よ」。
見守る周囲の目も温かです。

トントコ、トントコ、トントコトン♪ ず
いぶん調子がでてきました。
三こてとは、三人が臼の周りをぐるぐ
る移動しながら交代で搗く集落伝統
のリズミカルな餅つきです。さすが地
元奥住ご兄弟のフォームのきれいな
こと。

最後は大きな杵をストンストンと振り
下ろして締めます。
重たい杵が流れるように軽々と扱わ
れているのを見ていると気持ちがス
カッとします。

本日の会を主催された『NPO法人
『東久留米の水と景観を守る会』代
表の佐藤雄二氏にお話を伺いまし
た。
「江戸から明治の屋敷構えが数多く
現存し武蔵野の農家の原風景が残
されている柳窪の旧集落は武蔵野
の宝です。これらの景観・伝統を次
世代へ残すことを目標に地元の
方々や市内の皆さんの理解と協力
を頂きながら目標達成に向けて今
後とも活動していくつもりです。」と話
してくださいました。

今日は、沢山の方々のお蔭でとって
も楽しく過ごすことができました。皆
様への感謝を胸に、今後私は何が
できるかと考えてみようと思いまし
た。
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