上帳」によると家数

戸・人数

120人。平成 年 2010）人口
(
138人・耕作可能田畑
。地域
の構成は江戸時代から大きな違いは
ない。
はたおりべ
満面塚古墳の東側は、機織部に
はっとり
つながる機織の神様を祭る初酉神社
がある。古より地元の神様として信
仰の中心であり、今も 月の初酉の
日直前の土曜日に例祭が執り行われ
ている。当日はそば・赤飯・甘酒な
どが供えられ、参拝者には甘酒がふ
るまわれる。半世紀前までは百日咳
の治癒を神様に祈願し、願主は奉納
はた
された旗の布裂を首に巻いて百日咳
を追い払ったそうだ。現在、神社の
北側は竹が繁茂しているが筑波山の
遥拝の場であったことも容易に認識
できる。
なだらかな斜面、小高い丘に囲ま
れた漆所。訪れると安らかな気持ち
になる。長い時の流れが静かにうち
過ぎた場所だからでしょうか。
石井博子 神(郡地区 )

◎風神祭り
─漆所の祭りについて教えてください。

出るようになって自然消滅した。
◎雨乞い祭り
─風神祭り以外にはどんな祭りが？
三田部 雨乞いのお祭りがあったな。
荒木 漆所はため池が つ（古文書
には つ）あったが、筑波山から遠
く、水がじゅうぶんでなかった。雨
かんごおりばっすい
が降らないと神郡末水に頼るしかな
い。つまり神郡からのもらい水だ。
いよいよ雨があんまり降らないと、
漆所は水の順番が最後だから、もら
えないこともあるんだ。だから、雨
乞いの祭りをした。
─雨乞いはよくしたんですか？
荒木 よほど困ったときで、 回だ
けだな、子どもの頃に経験がある。
─具体的には？
三田部 太鼓の音が天に届くまで、
たたくんだよな。降るまでやる。
荒木 音をきらしちゃいけない、と
いうので、順番に雨が降るまでたた
く。飲んでないとやってられないか
ら、酒飲みながらな。まあ気休めだ
笑( 。)ため池以外に、井戸を掘るこ
とがあった。井戸は木の枠を付けて
堀ったが、一日もすると干上がって
しまう。昭和 年代には風車が流

荒木 初酉神社は、昔は１日と 日
は必ず神社にお参りした。だから、
参道なんか草刈りしないでもきれい
だった。
三田部 出征する時もみんな参った
な 。
…初酉神社は神主がいないから、
集落で守った。
お祭りの時にはマジ 祭(り だ)から
と言うので、親戚を呼んで、甘酒と
赤飯とそばを用意する。甘酒は竹の
節から節までを切ったものに入れ、
赤飯は半紙にくるんでお供えする。
A家だけは白飯を炊くんだ。これも
なんかいわれがあるんだろうな。今
は 月の初の酉の前日に（今は初酉
のぼり
の日の前の土日）鳥居のところに幟
を揚げる。
機織りと関係したいわれは？
三田部 初酉神社は機織りの神様だ
から、旗を奉納する。
荒木 縦
、横
くらいの白布
（木綿のさらし）に筆で、上に横書

22

15

問
[］平沢官衙遺跡案内所
029 8-67 5-841
●田楽の集い 稲刈り
９月 日 日(） 時〜 時／雨天中止／参
加費大人1000円、学生・障害者・小
人500円 昼(食付 ／)筑波山の麓の谷津田
で無農薬の米づくり。黒米や赤米を手刈
り、あぜで創作「田楽舞い」もあります。
問[］NPO法人自然生クラブ
029 8-66 2-197
●「すそみの田んぼ」棚田の稲刈り
９月 日 月(・祝 )～ 時／参加費９００
円 昼(食付）／生き物のために、沢水だけで
無農薬の米づくりをしています。／支援金
募集中（収穫量に応じお米の配分あり。詳
しくはお問合せを）

15

わた

問[］NPO法人つくば環境フォーラム
029 8-63 5-151
●「わた部発足」
神郡、館、学園の有志が集まり、館の畑
をお借りして、綿の栽培を始めました。
秋祭りに向けて綿摘み＆小物づくりワー
クショップを企画中です。
問[ 里]山建築研究所
029 8-67 1-086

15

3

行って、この辺りでも風車で汲み上げ

17

17 15

7

18

30

界を演出します。かき氷のプレゼントあり

21

30

た。材料はハンノキで作った。

30
cm

18

7

22

7

8

●平沢万灯
月 日 土( )～ 時／雨天時 日 日(）
遺跡の復元建物をライトアップ、八幡神
社までの道を万灯で飾り幻想的な光の世
18

10

10

三田部 「風神祭り」があったな。
荒木 立春から210日目の二百十
日に暴風雨がこないように、 月
日の 週間くらい前、 月 日頃や
るんだ。オコウヤ お(講屋、現・集
会所 か)ら、さんぎり太鼓を鳴らし
ながら初酉神社に行く。これは青年
団がやった。寄付を集めて、子ども
らに梨かなんか買ってやって配る。
昔はチョコレートなんてないから。
お
―祭りはいつ頃まで？
三田部 昭和 年くらいまでやって
たかな。
荒木 戦争から帰ってきた若い衆と
戦後もしばらくやってたな。ただ養
45
cm

9 20

4

◎初酉神社の祭礼と旗奉納
初酉神社については？
―

た い

│

●夏祭り
神郡祇園祭り
月 日 日( ／)山車、神
輿がにぎやかに町内を練り歩きます。
臼井八坂神社の御神火
月 日 土( は)
おかがり (時点火 、) 月 日 日( 子)ど
もみこし (時〜 、)大人みこし (時〜）
杉ノ木稲荷万灯
月 日 日( )時頃か
ら／子どもたちが描いた約 基の万灯で
神社までの参道を飾ります。

桜の木に囲まれた初酉神社

11

21

1

蚕もダメになったし百姓だけではやっ

ド
ー
ロ
ん
り
ん
り

埴輪イラスト：肥田栄輔 ( 田井小学校 5 年）
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25

9

古墳は文化財であり、私有地にあったり、入りづらい場所にあります。
見学は、地元の方の了解の上、マナーを守って行ってください。

うるしじょ

P

内町下交差点

20

8

北条

国道 125 号線

北

無量院

8

35

ていけない。「出稼ぎ（勤め）」に

この道を整備しました

1

17

1

129.4

●聞き書き「漆所の祭り」
漆所の初酉神社など古くからの風
あらきかつや
習について漆所の長老、荒木勝弥さ
みたべ さぶろう
んと三田部三郎さんにお話をうかが
いました。ここにはその一部をまと
めて掲載いたします。（ ）内は編
集部による補足。

85.6

初

酉

坂

初酉神社
満面塚古墳

大塚古墳

小沢

新池

赤池

下館・つ
くば線

熊野神社

普門寺

杉の木稲荷神社

城山

18

11
ha

11

漆所

神郡

土塔山古墳

集会所 ( お講屋）

22

長老お二人に貴重なお話をうかがいました

こともしねえでずっといるんだ。
きで奉納、下の真ん中に縦書きで初
●田井小と漆所古墳群
ひょっとすると免疫がついて強く
酉神社、左側に氏名、右側に年号を
田井小の校長室前の展示コーナー
なったのかもな（笑）。これも今は
書いて納めるんだ。
には本物の埴輪がある。これは満面
三田部 子どもが百日咳にかかると、 誰もやらなくなったな。
塚古墳を壊した時に、地域の学校と
─貴重なお話ありがとうございまし
前に奉納した人の旗をつーっと裂い
いうことで寄付されたものであるら
た。
て、それを首に巻くんだ。子どもの
しい。漆所には満面塚古墳のほかに
どとうやま
井上忍（つくば市上横場）
頃巻いた覚えがあるよ。でも真っ黒
大塚古墳、隣接の杉の木には土塔山
あんどうけい
まつもとまほ
松本真朋・安藤慧（里山建築研究所
に汚れてたな。それをそのまま洗う
古墳がある。田井小では平成 年度
)
に、中村泰先生の指導のもとに、詳
細な取材を行い、現在も研究成果が
ホームページに残されている。これ
は総合学習の一環として、「田井タ
ウンマップをつくろう」というホー
ムページコンテストに応募するため
で、結果として「産経新聞社賞」を
受賞しています。子供たちは、身近
にたくさんの古墳があることを知っ
てびっくりし、田井小にあるものが、
本物であることに、さらにびっくり
しました。
なお、この取材では漆所の荒木さ
谷津池
んにお話をうかがったそうです。
榎田智司 六(所地区 )

筑波山

