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変わらぬ民具と奇跡の高齢者

『回想法』と言う言葉がある。高齢者が子どもの頃のこと

くなったのである。昨日と同じ生活をしたい、来年も今年と

を思い出しながら話をすると、脳が活性化して、精神を安定

同じ収穫が欲しい。お父ちゃんと同じ仕事をしたい、戦争や

させ認知機能の改善ができるとのことである。民具の調査を

災害の無い今と同じ生活をしたい。と言う安定を正義として

長く続けていると、この『回想法』の効果が絶大で間違いな

きた時代から、今よりいい生活をしたい。効率的な仕事をし

いことは肌をもって感じている。

たい。お金持ちになりたい。便利な生活道具が欲しいと言う

そのくせ私は『回想法』

と言う言葉はあまり好きではない。「話しなさい」、「思い出

進歩を正義とし、変化を求める時代となったのである。とい

しなさい」、と言われてできる物ではない。

う事は、昭和 10 年前後に生まれている人は、1000 年前と

民具の世界の私は老人のことなど考えず、ひたすら話を聞

同じ道具を使って同じような生活をしていたという事である。

いているのだ。人としてはどうかと言われそうであるが、老

昭和 20 年前後に生まれている人は、1000 年前と同じ道具を

人は楽しそうに話してくれる。とても面白い話である。なぜ

使って同じような生活を子どものころ見ている人である。

ならば、その話は老人の子どもの頃の話だけではない。平安・

今の高齢者は、この歴史の生き証人として話をするべきで

室町時代からの人々の生活を生き証人として話してくれてい

あり、若い者は 1000 年前の生活を知っている高齢者を敬い、

るのである。例えば羽釜は、古墳時代から形が変わっていな

話を聞くべきである。

い。田下駄や竪杵 ( たてぎね ) などは弥生時代の遺跡から出
土している。鍬・鎌・鋸・笠・蓑・囲炉裏等々、多くの民具
が 1000 年以上形を変えずに使われてきた。しかし、その

それがたまたま『回想法』につながるという事である。良
いことだらけである。
高齢者の話を聞こうではないか。

多くの民具が昭和 20 年〜 40 年ぐらいにみごとに使われな

広実敏彦（民具研究者）

あとがき
鴻巣市教育委員会所蔵および個人所蔵の民具の中から、明治〜昭和に使われていた道具を選んで紹介した。まだまだ紹
介できなかった民具達が多数あるので、機会を作って紹介したいと考えている。また、今回は民具の研究者にコラムを寄
稿して頂いた。民具に秘められた可能性の一端をお伝えできれば幸いである。なお、広実敏彦氏は、YouTube の「昔の
道具 - 民具たち」というチャンネルで様々な民具を紹介しているので、こちらも併せてお楽しみ頂きたい。じっくりと見
る機会の少ない民具ではあるが、この機会に今一度先人の知恵や生活に思いを馳せ、歴史の目撃者として次の世代に確実
に残していきたい。

かしら焼きとり、味自慢、手作り みそだれ
飲んで 歌って 楽しいお店

居酒屋

よう子
営業時間 午後5時から午後11時

定休日 木曜日 JR鴻巣駅西口 徒歩３分

TEL 048‑541‑6216
鴻巣市逆川 1 2 26

玄黄二刀流・無外流（剣術・居合術）、東征流（古武術）

事前ご予約のみ

武道未経験者
年齢・性別問わず
稽古出来ます
木曜日 19〜22時

鴻巣市市民活動センターにて

080-7420-9897
nitouryu.sougetsukai@gmail.com
https://fb.com/sougetsukai

あなたの好きな鴻巣の景色、とっておきの写真を募集中！

きな
私の 好

①写真のタイトル ②お名前またはペンネーム ③撮影場所 ④ご自分のメールアドレス
を書いて、メールまたは郵送にてご連絡ください。

こうのす
すの 風 景

【メール】johokonosu@gmail.com

眺めると心が元気になる風景、思い出とともに大切に
している景色。読者の皆さまのとっておきの写真です。

※ご応募頂いた全ての写真が掲載されるわけではありませんのでご了承ください。

（件名に「私の好きなこうのすの風景」とご記載ください）

【郵送】鴻巣市本町1-1-5-906 情報誌こうのす製作委員会宛

「朝焼け」 寝不足サラリーマン 様

「富士山とネモフィラ」 motorin 様

「鴻神社の夜」 御朱印ガール 様

「チューリップ畑」 花おじさん 様

「元荒川の桜」 桜大好き 様

「朝の水管橋」 メルヘンおやじ 様

ひな人形と花のまち こうのす において
地産地消＆地食を推進しております！
鴻巣農産物直売所 パンジーハウス
地産地食堂 本館てらや
鴻巣うどん 別館てらや
ベーカリー オリーブ

ＴＥＬ０４８
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ＴＥＬ０４８
‐
５９６
‐
６５００
ＴＥＬ０４８
‐
５７８
‐
４０２１
ＴＥＬ０４８
‐
５９７
‐
１１１７

〒365-0071 埼玉県鴻巣市寺谷１６５−３
HP http://www.pansyhouse.com

facebook

パンジーハウス

検索

きっかけは2018年の
ゴ ー ル デ ン ウ イー ク 直
前。三重の木屋正酒造が
作る「而今（じこん）」が
一升瓶で５本手に入った
のでゴールデンウイーク
中に1人で飲もうと楽しみ
にしていたが、ふと「自分
だけで飲むのはもったい
ないな」と思い、人を集め
て日本酒を飲むイベント
を開催することを発案す
る。さすがにゴールデン
ウイーク中の開催には漕
ぎつけなかったが、同年
吹上日本酒の会 主宰者
６月24日に実施すること
さん
を決め、連休を利用して
2,000枚のビラを刷り、５
月中に吹上駅や鴻巣駅の周辺にビラを撒いた――。
元々は東京出身の陸川氏。職場に近いという理由でたまたま吹
上に移住したのは2008年のこと。アルコールは嗜むほうではあった
が、ビールや焼酎など様々なお酒を楽しむタイプで、日本酒はたま
に飲む程度だった。
そんな陸川氏が日本酒に目覚めたのは2013年。職場の同僚と
入った飲み屋で偶然出会ったのが「久保田」
（新潟・朝日酒造）だっ
た。そのときに日本酒の美味しさを実感し、その後、日本酒の銘柄
を取り扱っている特約店の酒店を足しげく回るなど、日本酒の奥深
さを体感していく。2017年10月には日本酒用の冷蔵庫を自前で購
入するなど、一人日本酒に没頭していく中で、冒頭のイベントの開催
Vol.18

陸川

崇

にたどり着く。
「吹上日本酒の会」
（以下、会）が誕生した瞬間だっ
た。
吹上には移り住んでから、すでに10年ほどの月日が過ぎていた
が、特に地域に知り合いはいなかった。だからこそ、地域外に住む知
人にはあえて声を掛けず、最初の会には、市内在住の20代〜50代
の８名が参加した。なかには、陸川氏以上に日本酒の知識がある人
も参加し、陸川氏自身、大いに刺激を受けたという。
その後、
１〜２ヵ月に１回のペースで会の開催を重ねた。陸川氏も
さらなる日本酒の知識向上に励み、日本酒サービス研究会・酒匠
研究会連合会の日本酒ナビゲーターや、
（一社）日本ソムリエ協会の
「SAKE DIPLOMA（ディプロマ）」の認定取得に至る。
「日本酒好きが集まって飲んで楽しむだけではなく、これまで日
本酒を飲んだことがないゼロ杯層や、少し飲める程度の一杯層に日
本酒を知ってもらえる機会になったら」と会の意義を語る陸川氏。１
つの銘柄でも作った年や精米の割合によって表情を豊かに変えて
いくのが日本酒の醍醐味だ。会では、陸川氏がその時々に取り上げ
る日本酒について説明を交えながら、数種類、ときには十数種類を
次々と試飲していく。
これまでのべ500名を超える人たちが参加する中で、吹上・鴻巣
地域のつながりも増えたことを実感する。陸川氏は、
「今後もこの
地域で開催することにこだわっていきたい」と意欲を見せる。新型
コロナウイルスの蔓延により、いまは通常の活動を休止しているが、
少しでも状況が良くなれば、衛生対策を万全にして、すぐにイベント
を再開できるよう準備している。
「年輩の方や男性が飲むイメージが強かった日本酒だが、作り手
となる酒造メーカーの世代交代が行われているいま、これまで日本
酒に接してこなかった若い人や女性が日本酒に出会うチャンスが到
来している。まさに『飲み手の世代交代』を吹上日本酒の会を通じ
て実現していきたい」
（吉田大樹）

サイエンスホーム鴻巣店

こうのす歴史散歩

治会や町内会よりも
「狭小の地域」
に、
地域住民が任意に名付けた町の名称）
は、
行政当局が認知して
いないことがあり、
地域住民が諸事情から使用することをやめてしまった場合、
「その町名」
が書かれ
た
「手紙・広告・領収書」
などが処分されてしまうと、
かつて
「その名称の町」
が存在していたこと自体

第15回：まぼろしの
「民名・富士見町」

がわからなくなります。
いわば、
まぼろしの
「民名
（民衆の地名）
」
です。

市内の地名にまつわるコラムです。

「鴻巣町富士見町」
、
このような表記の
「昭和９年発行の領収書」
を筆者が父の実家の倉庫から複数
枚発見したのは、
３年前の今頃
（2018年５月）
でした。
現在も、
現地で軽食・喫茶店を営む
「多茂登」
さ
んの領収書です。
現存する住居表示の
「富士見町」
ではありません。
現在の
「本町５丁目」
の一角、
かつ
て
「鴻巣新地」
と呼ばれた
「花街」
が、
地域住民により
「富士見町」
と名付けられていたことが判明した

本号の特集は
「民具
（民衆の道具）
」
です。
芸術的価値より実

のです。
狭小地域の住民により命名された、
いわば
「民名
（＝聞きなれない用語ですが、
「民具」
と対を

置」
され、
存在自体を忘れ去られて処分を免れていたものが、

鴻巣新地で料理店を営んでいた多くの方々に聞き取り調査をしましたが、
最もご高齢の方も
「昭和１

我が国では1960年代まで
「住所」
の表記方法を規定する

したのではないかと思っています。
「40年前の大学生のときに発見していれば、
現地の長老の方々か

」
であり、
あくまでも行政区は
「富永町町内会」
の区域でした。
そのため、
行
用性に価値を置く民具は、
技術革新によって実用性を失うと、 為す本稿だけの造語です）
政文書には
「富士見町」
の存在が記載されることがなく、
その存在自体が知られていなかったのです。
多くは使用者によって処分されます。
ところが、
使用者に
「放
で、
記憶にあるのは
「富永町」
の地名のみ。
想像の域を出ないのですが、
ずばり
「花街」
を象徴
コレクターや研究者によって、
納屋や倉庫で
「発見」
されると、 桁生まれ」
する
「新地」
という慣習の呼称を、
市街地の西側という意味で、
「富士見町」
という
「おしゃれな名称」
に
「歴史の証拠品」
へと昇華します。
らいろいろなお話を聞けたのに」
と、
残念に思うとともに老いを実感しています。

法律が無く、
市町村名の
「次の段階」
の表記は、
慣習に任せて
がら市町村が認知し活用した
「行政区名
（自治会・町内会名）
」
や
「道路の通称」
などを、
個々人が自由に取捨選択して使用し
ていました。
1965年までは、
鴻巣市内における登記地名は
すべて
「大字・字」
の2層構造になっていて、
市街地において
も
「○○町」
という登記地名は存在しませんでした。
登記地名
（大字・字）
の変更には鴻巣市議会の認定議決が必要で、
その
変遷は必ず公的記録に残されます。
また当時の鴻巣市におけ
る
「○○町」
は、
法律に基づく
「登記地名」
ではなく、
任意団体
の名称
（町内会名）
に過ぎないのですが、
行政により認知・活
用された
「行政区名」
であることから、
その変遷過程は
「何が
しかの行政文書に必ず手がかりとなる文言が残される」
こと
で把握が可能です。
ところが行政区名でない慣習地名
（＝自

「富士見町」推測域
鴻巣町市街一覧︵昭和６年︶
矢部音吉 著 新井敬貴 印刷

現・本町５丁目﹁多茂登﹂発行︵昭和９年︶
﹁富士見町﹂の記載のある領収書

いました。
法律に立脚した
「登記地名
（町字名）
」
や任意団体な

（栗原俊也）

多茂登

編集部より
長期化するコロナウイルスとの対峙。人との接触は出来るだけ避けながらも心の交流は決して絶やさない。自粛と我慢
の時間の中でも、他者との繋がりを大切にしながら、一筋の光明を見出したいものです。
さて、今回の特集では掲載民具の取捨選択が1番の難題でした。そして、共感しやすいモノ、意外性があるモノを基準に採用しました。
先人たちが日常生活を快適に生きるために生んだ知恵の結集の数々。一品一品じっくりお楽しみ下さい。次号（10月15日発刊予定）の
特集は「原馬室地区の歴史散策コース」です。見どころを詳しく説明しながらご紹介します。

編集長発！

大人の地域再発見誌『こうのす』 vol.18（2021.6.15発行）
制作・発行：情報誌こうのす製作委員会

禁無断転載

※本誌バックナンバーは鴻巣市中央図書館でご覧頂けます

〒365-0038 埼玉県鴻巣本町1-1-5-906

TEL.070-3519-2537

FAX.048-541-9400

johokonosu@gmail.com

真鍋 透（編集長）／栗原俊也・早川智恵子（副編集長）／長島信幸（表紙撮影）／須永隆広・高橋 敦・長島義明・吉田大樹・山中保朗・林葉子（記者）／黒澤 章（広報）／池澤陽子（校正）／斎藤 徹（顧問）

賛助会員募集中！本誌は賛助会員様、広告主様による篤志により発行しています。年会費：個人1,000円、法人3,000円（毎号本誌を送付）

は
健康な身体から
健康な歯

GALLERY&CAFE
うさぎ

がぼう

鴻巣市本町3‑5‑33 営業時間：10:00~17:00
営業日：月・火・木・金（不定休有、要問合せ）
TEL 048‑543‑5584
駐車場あります

オススメ

バラゴン
バナナジュース
Zoomお見合いを始めました
ネット環境があれば大丈夫！

婚活支援相談所

ゆい

私が良い出会いをサポートします！

登録料無料（12/31まで）
（通常10,000円→0円）

※１枚でお一人様有効
婚活支援相談所 オフィス結

オフィス結
電話 090‑4614‑0052
https://oﬃce-yui.jimdo.com

遠方に住んでいる相手に遥々
会いに行かなくてもお見合い
が で きるようになりました。
お互いの連絡先などを伝えずに、
相手と連絡が取り合えます。

◆入会金・・・・
・20,000円
◆登録料・・・・
・10,000円
◆月会費・・・・
・・6,500円
◆お見合い料・・・・・無料
◆成婚料・・・・200,000円
※いずれも税込みです

大人の情報誌こうのす

須田歯科医院
診療時間
9：00〜12：00

月 火 水 木 金 土 日

15：00〜17：30
■ 休診日：木曜・日曜・祝日

※

※金曜日は15: 00〜18:30となります

〒365 0038 鴻巣市本町 8 5 31

048-541-0137

鴻巣駅東口駅前に
新店オープン！

Bistro & Wine

処方せん調剤から健康相談まで、
クスリのことならお気軽にご相談ください

黒沢薬局 駅前店
9:30〜19:30 休日；日曜祝祭日
鴻巣市本町1‑7‑1 ポレスター1階2‑1
TEL＆FAX；048‑544‑5500

※本店（TEL；048-541-0301）は、
無休にて営業しています

カ

鴻巣市本町4 - 9 - 3
048 ‒ 501 ‒ 8443

ボ

ー

CAVO

営業時間 火曜〜土曜 18:00〜23:00（LO）
日曜 14:00〜20:00（CLOSED）
定休日 月曜・第3火曜

カボー

検索

あなたの夢を応援します

鴻巣支店
〒３６５‑００３８ 鴻巣市本町２‑１‑３７
ＴＥＬ．
０４８‑５４１‑３６００
http://www.shinkin.co.jp/ksb/
鴻巣の飲食業を応援しよう！

江戸前寿司と
活魚料理の店

＃鴻巣エール飯をつけて投稿して︑

﹁美味い﹂の輪を広げよう！

ゆき
寿司

鴻巣駅前花装飾事業

特選
バラチラシ

3,300円
その他[出張にぎり]を始めました。
ご自宅や会社に伺います。
ご相談下さい。

埼玉県鴻巣市本町5-6-39 営業時間11:30〜14:00 / 17:00〜22:00（LO21:30）
TEL.048- 542-1234 定休日：月曜日 駐車場有り

交通量の多い道沿いに設置してあります

PRボードで告知しませんか？

「心に残る贈り物」

ポスター・チラシ等、無料で掲示します
お気軽にお問い合わせください

ご連絡・お問い合わせは担当の佐俣までお願いいたします

ハートフル木工

鈴木龍泉（木彫工技能功労者）

鴻巣市本町4‑2‑3 TEL 048‑541‑0270

毎月10日・25日は

エルミサンクスデー
エルミポイント

3

月に2度の
お楽しみ!!

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため安全・安心の取り組みに
ご理解とご協力をお願いいたします

ご来館時の
お願い

エルミアネックス
ご利用で
映画を観たら!!

マスクの着用

体調が
すぐれない方は
ご来館を
お控えください

ソーシャル
ディスタンス
の確保

手指の消毒

お得な特典やサービス

スポーツしたら!!

本を借りたら!!

講座を受講したら!!
会員証

会員証

こうのすシネマの映画チケットの半券または、
アスリエ鴻巣の会員カードまたは、
鴻巣中央図書館の貸出レシートまたは、
エルミ鴻巣カルチャーセンターの会員証を
ご提示いただくと下記の店舗で

お得な特典やサービスが受けられます!!
1F ドラッグストア

1F 美容室
ゼル

５％OFF
技術料金

お会計より

５％OFF

※他割引券との併用不可
※カウンセリング化粧品、その他、一部対象外あり

1F アイスクリーム

※他の割引との併用不可

1F ドーナツ

サーティワンアイスクリーム

※他の割引、クーポンとの併用不可

※セット商品を除く

10％OFF 10％OFF
2F 呉服

５％OFF
アルテスタ
お会計より

５％OFF
2F メガネ・サングラス・コンタクト・補聴器

自由が丘まるやま

ビューティーフェイス

５％OFF
和装小物

※特価品は除く

3F エステティック・コスメ

3F 雑誌・書籍・文具

ポーラ ザ ビューティ

眼鏡市場
メガネ・補聴器・コンタクトレンズ

５％OFF
3F シューズ

リブロ

10％OFF
文具・雑貨

お肌に合わせた

サンプルプレゼント

※日記・手帳・カレンダー等一部商品除く

3F 健康体操教室

※一部除外あり

ビューティーアイラッシュ
まつげパーマ

4,400円
2F ジュエリー
ミルフローラ

５％OFF
※一部対象外商品あり

５％OFF
※セール品除く

水素健康サロン Do Well
水素酸素吸入1時間ご利用に限り
利用料金2,000円のところ

50％OFF

※初めての方カニューラ代500円がかかります

エルミこうのすからLINE限定の
お得な情報をお届けいたします!!

エブリデイゴールドラッシュ
査定金額10,000円
以上で買取

販売金額10,000円
以上の商品

1,000円ＵＰ 1,000円OFF
※金券・切手・ハガキは除く
※他のサービスと併用できない場合がございます。
※半券チケット・貸出レシートは当日分、会員カード・会員
証は現会員カード・現会員証のみ有効です。
※半券チケット・貸出レシート・会員カード・会員証は会計
前にご提示ください。
※セール品など､一部対象外となる商品がございます。
※掲載内容とサービスが都合により予告なく変更または
中止になる場合もございます。
※複数店舗にて使用できます。
2021.4 改訂

お友だち
募集中!

無料！

https://www.elumikonosu.com/

※クーポン値引き券と併用不可

2F まつげエクステ専門店

禁無断転載

10％OFF 50％OFF
入会金

10％OFF

3F リサイクルショップ
アスビーファム

3F サロン
カーブス

ロッテリア
定価５００円以上（税込）のご購入で

TEL.070-3519-2537

リップパック
サービス

レジにて

揚物・丼物に限り

ミスタードーナツ
お好きなドーナツ・パイ

3F 印鑑・印刷・雑貨
さくら平安堂

こうのすやつけしん

1F 合鍵・靴修理・印鑑

全品

2F お顔そり・フェイシャルケア

1F ファーストフード

1F 鴻巣B級グルメ

マツモトキヨシ
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