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六角の笠の角の部分に蕨のように、巻き上げるように立ち上がっている部分

かわずみ家

2021年4月発行

〈 2021年4月～〉

旧河澄家 イベントカレンダー
※イベント日程は本誌発行時の予定ですので、都合により多少前後する可能性がございます。詳しくはお問合せください。

大阪文化講座
ネジと工具で木製カメラづくり
前垣さんの

端午の節句展

4/23( 金 )

江戸時代には端午の節句に鯉のぼりが飾られ

～ 5/5( 祝 )

澄家主屋に鯉のぼりが雄大に泳ぎます。また

ことば遊びをしながら学びます。知れば

五月人形や、河澄家に代々伝わる甲冑等を展

知るほど奥深い、ことば遊びの世界を

示。段ボール甲冑で記念撮影もできます。

笑って、一緒に楽しみながら勉強しま

見学無料

2021 年 4 月発行 NEWS LETTER

昔の道具展 / 昔の道具体験会

秋季ウォーキング
河内木綿展

旧河澄家 指定管理者 株式会社アスウェル

を一緒に体感しませんか。

曜日

論語とは、孔子とその弟子の中でも

5/14( 金 )

旧河澄家 昔の道具展では、裏庭正面にある
蔵の中を公開します。江戸時代に創建され

～ 9/26( 日 )

た縦約五 m× 横約十一 m の切り妻屋根に平

優れた人物たちの言語をまとめた書物

入りの二階建て土蔵です。入口と二階、内

であり、心を打つ章句がぎっしりと詰

壁には白漆喰が塗られ、耐火性、抗菌性に

まっています。

優れた強固な造りとなっています。期間中、
昔の道具を体験することで、先人たちの工

奥座敷 棲鶴楼にて、心豊かな時間を過
ごしましょう。

参加費 無料

夫に触れる昔の道具体験会もこの機会に体

昔の道具体験会

5/16( 日 )

験してみてください。

参加費 無料

※詳細はお問合せください。

※詳細はお問合せください。

東大阪市指定文化財
所在地
電話番号
ホームページ
開館時間
休館日
入館料
駐車場

旧河澄家周辺図 (詳細)

旧河澄家

〒579-8003 大阪府東大阪市日下 7 丁目 6-39
TEL/FAX 072-984-1640
http://www.kyu-kawazumike.jp
午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分
月曜日 （祝日の場合は翌日）
祝日の翌日 ・ 12 月 29 日～ 1 月 3 日
無料
5 台 （無料）
満車の場合は、 近鉄けいはんな線 「新石切駅」
周辺の有料駐車場をご利用ください。

至 住道駅･四條畷駅
孔舎衙小学校
旧国道
170 号線

日新高校
大龍禅寺
日下町 4 丁目

西稱揚寺

南日下バス停

芝

日下
マンション
リージョンセンター

お弁当店
石切山手保育園

交番

公園

日下新池

至 生駒駅

たばこ屋

交番

石切駅

石切剱箭神社

マイカーをご利用の場合
・ 旧国道１７０号線 「日下４丁目」 交差点を東へ、 約６００ｍ直進
FAX ： ０７２-９５２-４３４０
http://www.asuwell.co.jp
mail@asuwell.co.jp

公園

コンビニ
エンスストア

石切参

新石切駅

URL
E-mail

丹波神社

東稱揚寺

◆アクセス方法
公共交通機関をご利用の場合
・ 近鉄奈良線 「石切駅」 より徒歩約２０分
・ 近鉄けいはんな線 「新石切駅」 より徒歩約２０分
・ 近鉄奈良線 「東花園駅」 または近鉄けいはんな線 「新石切駅」
より、
近鉄バス 「四条畷行き」 または 「住道行き」 に乗車
「南日下」 バス停より徒歩１５分
・ JR 学研都市線 「住道駅」 または 「四条畷駅」 より、
近鉄バス 「東花園駅前行き」 に乗車 「南日下」 バス停より徒歩
約１５分

◆指定管理者 株式会社アスウェル TEL ： ０７２-９３９-７８６１

旧河澄家

孔舎衙東小学校

近
鉄
奈
良
線

河澄家の自然 柚子

〒583-0876 大阪府羽曳野市伊賀 5 丁目１番 4 号

歴史コラム
日下の噺「正法寺跡」

声に出して文字を読む ( 素読 ) 楽しさ

きゅうかわずみけ

発行・企画／株式会社アスウェル

pick up!

毎月
第 2・第 4

※詳細はお問合せください。

参加費 無料

「平成」から「令和」に元号が切り替わった頃 2019 年撮影

論語の素読会

河内の古民家展

の講座。味わい深い大阪弁を楽しく、

せんか。
大阪研究家
前垣和義氏

特集 / 企画展示

東大阪市在住の大阪研究家 前垣和義氏

4/18( 日 )

ました。子供達の健やかな成長を願い、旧河

道商店

街

至 額田駅

近鉄けいはんな線

至 瓢箪山駅

株式会社アスウェルは、総合
ビルメンテナンス会社として、
次の認証を取得しています。

JISQ9001:2015(ISO9001:2015)/ 全事業所
JISQ14001:2015(ISO14001:2015)/ 全事業所
建物総合清掃保全管理・施設保守管理・建築物
・衛生管理・人材派遣・警備保守・指定管理

ISO のロゴを使う場合は、この形でお願いします。
平成２５年７月以降は、QMS・EMS ともに、

展示・イベントのご案内

旧河澄家企画イベント
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大阪文化講座
大阪文化講座
『ことば遊びは脳遊び』

「

～日本語、大阪弁を楽しく遊ぶ～

辛

い

白

菜

」

は

誰

だ

？

井原西鶴

知れば知るほど奥深い、ことば遊びの世界をご一緒に！
日時

： 令和３年４月１８日（日）
１３:００～１５:００
場所
： 旧河澄家
参加費 ： 無料
定員
： ２０名
持ち物 ： マスク
申込み ： ３月１６日（火）９：３０～ 定員になり次第締切
お電話、又はHPお問い合わせフォームより
まえがき かずよし

講師： 前垣和義氏
相愛大学客員教授。大阪研究家。
こども時代は、石切で過ごす。
石切小学校卒。 現在、東大阪市在住。
執筆、講演、講義活動を中心に、テレビ、新聞等、
メディアでのコメントも多数。
主な著書：『大阪のおばちゃん学』『大阪のお勉強』（西日本出版）
『ほな！ぼちぼちいこか大阪弁』（すばる舎）ほか。

展示・イベント
「端午の節句展」

2021年4月23日(金)〜5月5日
（水）
端午の節句展関連イベント

「鯉のぼり作り＆コンサート」
2021年4月25日(日)

前垣さんの大阪文化講座 〜日本語、大阪弁を楽しく遊ぶ〜

「ことば遊びは脳遊び」
2021年4月18日(日)

「昔の道具展」

2021年5月14日(金)〜9月26日(日)

「論語の素読会」
毎月第2・第4土曜日

※休館日・開場時間等はＰ12「イベントカレンダー」にてご確認ください。
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筑前琵琶弾き語り 【明智光秀】 ＆琵琶演奏体験
朗読劇公演 『雨月物語－青頭巾』
河内木綿糸紡ぎ ・ 機織り体験会
文学講座 上田秋成と木村蒹葭堂
にじいろのネジワークショップ ネジと工具で木製カメラをつくろう！

近畿大学峰滝ゼミ REPORT
12/13 古民家で、 年末年始を遊びつくせ！ピニャータ作り＆年始の遊び体験！

1０

Pick Up
秋季ハイキング 草香山探訪
河内木綿展

1２ イベントカレンダー
旧河澄家の自然 柚子（ゆず）

柚子の花

柚子の実

旧河澄家北側果樹園には2本の柚子の木があります。毎年５月に白い５弁の花を咲かせ、 １
１月には黄色い実が生ります。柚子はミカン属の常緑小高木で、中国の揚子江上流が原産地
とされ、飛鳥時代・奈良時代に日本に伝来したと伝えられています。古くから薬用として栽培され、
その後柚子のもつ独特な香りと酸味は調味料として人々に広く愛用されるようになりました。
冬至の日には柚子湯（ゆずゆ）に入る習慣がありますが、これは銭湯ができた江戸時代から始
まった習慣で、柚子の香りは精神をリラックスさせる効果があり、柚子の皮には血行促進、疲労回
復、美肌、保湿などの効果があることから、根付いていった習慣と考えられています。

旧河澄家企画展示

奥座敷の建物である棲鶴楼

かれたと推測されています。
れたことから、現在の棲鶴楼の

は、描かれている建物後世や風景から江戸時代に描
保六年（一八三五年）の墨書が

ある棟札（むなふだ）が発見さ

建物は天保六年に建築されたこ

とが明らかになりました。
【右】棟札（むなふだ） 旧河澄家所蔵

おいて、棲鶴楼屋根裏から天

会場中央に展示した幅2m、高さ1.3ｍの大型の絵図
（せいかくろう）の解体修理に

旧河澄家所蔵
屋敷絵図
平成十七年から着手された

【右】春日型石燈籠

ー旧河澄家の
屋敷絵図と庭園ー
二〇二一年一月十五日～二月十四日の期間、
「河内の古民家展 を｣開催しました。
会場では、河内地方の代表的な古民家と日
本庭園（池泉庭園、枯山水、露地庭園）、特
に枯山水に焦点を当て、写真付きキャプショ
ンを展示しました。旧河澄家にある枯山水の
石燈籠で拓本を使い、年代推定を実施しまし
た。拓本を実施した結果、雌鹿、鶴、桐、牡
丹が現れました。この結果に加え、石燈籠の
特徴を見ると室町時代頃のものではないかと
推測されます。
また江戸時代に描かれたとされる河澄邸の
屋敷絵図や、棟札を展示しました。会場中央
に幅二メートル高さ一・三メートルの大型の
絵図を展示し、描かれている建物構成や風景
から江戸時代に描かれたと推測されています。
この絵図により江戸時代末期頃の建物や庭
の様子をうかがい知ることができます。現在
の建物と同様に敷地中央の主屋は茅葺屋根で、
画面下方向の南側庇下には式台玄関が設置さ
れその西側には入母屋造りの奥座敷である
棲鶴楼（せいかくろう）が建てられているの
がわかります。

ー枯山水ー
現在、一般的には枯山水庭園と同じ意味に用
いられていますが、歴史的には『作庭記』に記
載されているのが初見であり、池や遣水（やり
みず）から離れた場所に石を組むことを言いま
した。したがって池泉 ち(せん 庭)園の一部分に
表現されるものでしたが室町時代後期なると、
一切水を使わない庭園様式として発展していき
ました。今日では枯山水庭園と同じく白砂など
で水を象徴し、石を組んだ庭として扱われるよ
うになり、『作庭記』に記すようなものは、古
式枯山水とし、室町時代からのものを後期式枯
山水とする説もあります。旧河澄家は枯池式枯
山水に分類され、築山、枯滝石組、亀石組、蓬
莱石組、切石橋、洞窟石組、礼拝石、伽藍石で
構成されているのが標準です。室町時代中期の
応仁の乱後、復興した京都の禅寺から発祥した
と考えられるもので、桃山時代以降には地方に
も伝わっています。当初は平面的なものでした
が、次第に立体化し、中国の水墨画水画を見る
ような景に変化していきました。様式的には平
庭式枯山水、準平庭式枯山水、枯池式枯山水、
築山式枯山水、そして殊形式枯山水に分類され
ます。旧河澄家の枯山水は「棲鶴楼」に面して
おり、南面から西面にかけて築山を施し、中心
に枯池を穿った枯池式枯山水です。「棲鶴楼」
の鶴に対して亀石組を組んで鶴亀とし西側に大
滝、南側に小滝を造り、南面に蓬莱山を構成し
ました。
不死・不老の祝儀思想にもとづく作庭です。
主景の大滝石組は力強く変化のある枯流れを形
成していく構成や蓬莱山を形成した石組、小滝
より渓谷風になって切石橋を望む景観は見事で
す。

↑旧河澄家

～

【右】 枯池式枯山水庭園

2/14（日）
今回からキャラクターが登場！

｢

4
5

2021年
1/15（金）

河内の古民家展

【右】展示風景

枯山水にある春日燈籠の火袋四面に拓本を実施した。
【左上】雌鹿 【右上】鶴 【左下】桐 【右下】牡丹
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1/15（金）

河内の古民家展

【右】展示風景

枯山水にある春日燈籠の火袋四面に拓本を実施した。
【左上】雌鹿 【右上】鶴 【左下】桐 【右下】牡丹

日下之

噺
豊かな自然と文化の街、日下

生駒山麓～日下地域、河澄家の
過去から現在に至るまでのおはなし

当寺は慶長元和の役（一六一五年）の際に焼失しましたが、寛永九
年（一六三二年）には本堂が再建され、その後、寺の住職達の努力や
村の有力者等の支援も受けて徐々に復興して行きました。慶安二年
（一六四八年）三月に当時の領主で大坂西町奉行であった曽我丹波守
古祐の所領改めの際、東西百十間（約２００ｍ）、南北五十五間（約
１００ｍ）の正法寺境内地が年貢を免除された除地となったことが記
録されており、敷地面積約２ヘクタール（約六千坪）というかなり大
きな敷地であったことがうかがえます。
正法寺は当時日下村庄屋であった河澄家にとってもゆかりの深い寺
でありました。元禄四年（一六九一年）に代官金丸又左衛門に差し出
した『寺社調』には、「元禄元年（一六八八年）住持通真、日下村

享保二年（一七一七年）五月二十二日往生」

（河澄）作兵衛支配」と記されています。河澄家先祖歴代法名記には
正法寺住

と記され、河澄家第十一代当主作兵衛好名の三男とみられる実誉通真

「実誉通真
日下町一丁目の丹波神社を西に下ったところに上田秋成隠棲の地

正法寺は宝暦九年（一七五九年）に生玉中寺町禅宗大倫寺末寺とな

が正法寺の住職を務め、河澄作兵衛好名が支配・管理していたものと

の国学者で『雨月物語』の著者としても名高い上田秋成が滞在して

って禅宗の寺になりましたがその際、大坂城代の寺社役萩原藤七郎に

と記した説明板がたてられています。この地には明治維新後廃寺と

いたことで知られています。正法寺は行基菩薩の開基と伝えられ、

宛てた「伺い書」によると、寺域に本堂、庫裏、方丈、上蔵、下蔵、

読み取れます。

室町時代永正の頃（一五〇四年～）以心（いしん）という僧が中興

客寮、薪納屋、下厠屋、釣鐘堂と釣鐘、表門、裏門、鎮守天神社があ

である『河内名所図会』には大龍寺絵図の右下に正法寺が描かれてお

享和元年（一八〇一年）に刊行された河内地方の観光ガイドブック

村にある大龍寺に移転しました。昭和初期までは十数基の墓石が残っ

使用されましたが、生徒数が増え、翌年明治五年に郷学校は同じ日下

っています。

ていましたが、現在は住宅地となり、二本の楠の大木が残るのみとな

える数の施設が建てられていた様子がうかがえます。
上田秋成は寛政十年（一七九八年）に目の療養のため四ヶ月の間、
日下村に滞在していましたが、その多くの時間をこの正法寺で過ご
し、その時の様子は彼の随筆『山霧記（さんむき）』に記されてい
ます。
その中で正法寺に関連する文章を辿ると、「あくるあした、日下
の正法寺といふより、こなたへ移るべく使給へり。（中略）とある
岡の上にささげなして松むらたか村生ひこもれる中に、いと清らか

河内名所図会大龍寺横に描かれた正法寺
正法寺跡の墓石（昭和初期頃）

に造られたり。衆寮のかた静なれば、ここにと定めたり」との記述
を見ることができます。秋成は寛政十年六月十五日に岡の上に清ら
かに造られた正法寺境内に居を移してしばらくの間滞在し、時には
ここで近隣の文人たちと和歌を詠みあう歌合せを行っていました。
明治の初め、神仏分離によって正法寺境内にあった天神社はつぶ
され、寺も荒廃しました。廃寺となる前の明治四年（一八七一年）、
正法寺は当時の堺県によって設立された日下郷学校の校舎として

正法寺跡の楠（昭和初期頃）

正法寺跡の楠（中央）と説明

り、上田秋成が日下を訪ねた際の境内には、たしかにこれら十棟を超

ったと記録されています。

し、律宗という宗派で東廬山正法禅寺と号していました。

なった正法寺（しょうほうじ）がありました。この寺は、江戸時代

【上田秋成隠棲の地 正法寺跡】

く

のはなし
か
さ
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筑前琵琶弾き語り
明智光秀
琵琶演奏体験
二〇二〇年十一月三日開催
東大阪の魅力を発信するイベント﹁ひがし
おおさか体感まち博﹂のプログラムとして旧
河澄家では︑筑前琵琶の弾き語りと琵琶演奏
体験を開催しました︒奥座敷 棲鶴楼にて稽古
に来られていた二年前︑筑前琵琶奏者 門井旭
蓮氏の奏でる豊かで柔らかな音色に魅了され
たことがきっかけとなり︑今回で三回めの開
催になりました︒
毎回趣向を凝らした演目で︑今回は明智光
秀の生涯を閉じた物語﹁小栗栖﹂
筑前琵琶の音色と共に︑小栗栖まで逃れた
ものの野武士に襲われ︑槍を受け︑生涯を閉じ
た短き天下︑明智光秀の最期の語りをお楽し
みいただきました︒
コロナ対策をしっかりと
行い︑演奏体験では実際に琵琶に触れ︑小栗栖
の一節﹁坂本城に落ち延びんと﹂と歌うように
語り︑琵琶演奏らしさも体験し︑伝統楽器を
堪能しました︒

文学講座
上田秋成と木村蒹葭堂
二〇二〇年十二月五日開催
二〇二〇年十二月五日に元大手前大学教
授の藤井千年氏による文学講座︑上田秋成
と木村蒹葭堂を開催しました︒河澄家にゆ
かりの上田秋成と木村兼葭堂について講演
していただきました︒
上田秋成は﹁雨月物語﹂著者で︑彼と交流の
深かった木村兼葭堂は な”にわの知の巨人 ”
といわれ︑共に
﹁なにわ大阪をつくった１０
０人﹂に選ばれています︒
皆さん︑静かに真剣な面持ちで講座を受け

琵琶に触れる演奏体験

朗読劇 ﹃雨月物語 青頭巾﹄
二〇二〇年十一月七日開催

青頭巾﹄を開催しまし

あんがいおまる一座による朗読劇公演上
田秋成著﹃雨月物語
た︒上田秋成は江戸時代に日下村に滞在し河
澄家を訪れたという記録が残っています︒
あんがいおまる一座には毎年当館で﹃雨月
物語﹄を公演していただいています︒参加者
からは演技が力強くギターの演奏とマッチし
て感動したとの感想をいただきました︒

にじいろのネジ ワークショップ
ネジと工具で
木製カメラをつくろう！
二〇二一年一月十七日開催
ネジを中心としたものづくりの楽しさと
大切さを伝えるプロジェクトにじいろのネ
ジワークショップは︑旧河澄家イベントでも
リクエストの多い人気のイベントです︒新型
コロナウイルス感染拡大が続く中︑二重三重
に対策を行った上での新春初のイベント開
催になりました︒
クイズでネジを学び︑
コロナ禍で声をだせ
をジェスチャーで楽しく表現︑
ないので〇 ×
絵本﹁にじいろのネジ﹂でネジの大切さを知
りました︒ワークショップでは︑本物のカメ
ラと同じようにシャッターが押せたり︑レン
ズを回せたりできる木製カメラです︒自分
でネジを締めたり︑シャッター部分になるバ
ネを取り付けたり︑
工具を上手に使いなが

河内木綿糸紡ぎ・機織り体験
二〇二〇年十一月二十二日開催
二〇二〇十一月十三日から十二月十三日ま
での﹁河内木綿展﹂期間中︑河内木綿に関連す
るイベントを二〇二〇年十一月二十二日︵日︶
に開催しました︒
旧河澄家で採取された綿花を綿繰りで︑実
綿と種子に分け︑綿弓で繊維をほぐしていき
ます︒その後︑﹁河内木綿はたおり工房﹂の中井
由榮氏のご協力により︑糸紡ぎ体験も実施し
ました︒綿繰り︑綿打ち︑糸紡ぎをした後に卓
上はたおり機でオリジナルコースターを作成
しました︒大人も子どもも協力し合って︑自分
だけのコースターを作成し︑お持ち帰りいた
だきました︒﹁楽しかった！﹂とという声や︑
﹁親子で楽しく協力できてよかった！﹂﹁綿から
糸になるまでの工程を知れて興味深かった︒
﹂
というような感想がありました︒河内木綿に

参加者のコースター

触れる楽しい体験になったと思います︒
糸紡ぎの様子

頂きました︒

した︒中身は皆にプレゼント！とても喜んで

て製作してきたピニャータを割ってもらいま

最後は距離を保ちながら︑ゼミ生が前もっ

してもらいました︒

も福笑いを知らない人も多く︑説明後に製作

遊びの福笑いを製作して頂きました︒意外に

次に年始のイベントであるお正月に倣った

ていました︒

きく大胆に飾りつけをする人と個性が表れ

らいました︒几帳面に飾りつけをする人︑大

くす玉であるピニャータの飾りつけをしても

なんで︑海外でお祝いの時に作られる紙製の

年末のイベントの代表であるクリスマスにち

年始の遊び体験﹂イベントを共催しました︒

年末年始を遊びつくせ！ ピニャータ作り＆

二〇二〇年十二月十三日︵日︶︑古民家で﹁

準備した紙製のくす玉にピニャータの飾りつけ

ピニャータを割れるかな？

ら挑戦していました︒完成したカメラをそ

峰滝ゼミ
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REPORT

朗読劇の舞台
あんがいおまる一座
にじいろのネジワークショップ
木製カメラ完成品

『雨月物語 青頭巾』挿絵

れぞれ笑顔いっぱいにお披露目し︑自慢の木

はい！
チーズ

地域の方々と触れ合いながら様々な催しを致しました！

『雨月物語 青頭巾』公演

製カメラになりました︒
〇×をジェスチャーで表現！

てくださり︑藤井千年氏もお喜びでした︒

文学講座の様子

詳しいイベント情報はホームページにも掲載中です。
旧河澄家HP
イベント情報

情感溢れる筑前琵琶の語り

文学講座のチラシ

Kawazumi Report
旧河澄家にて開催しましたイベント＆展示のご報告。

旧河澄家HPイベント情報ページ→ http://www.kyu-kawazumike.jp/eventinfo/
Facebook情報ページ→ https://www.facebook.com/kyukawazumike
Twitter情報ページ→ https://twitter.com/kyu̲kawazumike
Instagram情報ページ→ https://www.instagram.com/kyu̲kawazumike/
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朗読劇の舞台
あんがいおまる一座
にじいろのネジワークショップ
木製カメラ完成品
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『雨月物語 青頭巾』公演

製カメラになりました︒
〇×をジェスチャーで表現！

てくださり︑藤井千年氏もお喜びでした︒

文学講座の様子

詳しいイベント情報はホームページにも掲載中です。
旧河澄家HP
イベント情報

情感溢れる筑前琵琶の語り

文学講座のチラシ

Kawazumi Report
旧河澄家にて開催しましたイベント＆展示のご報告。

旧河澄家HPイベント情報ページ→ http://www.kyu-kawazumike.jp/eventinfo/
Facebook情報ページ→ https://www.facebook.com/kyukawazumike
Twitter情報ページ→ https://twitter.com/kyu̲kawazumike
Instagram情報ページ→ https://www.instagram.com/kyu̲kawazumike/

秋季ハイキング
〜万葉人の歩いた日下の直越を巡る〜

草香山探訪

二〇二〇年十一月二十九日開催

コース上の史跡
イノラムキ古墳
草香山山中の標高三百六十メートル
の高地にあり南側に開口する横穴式石室
を持つ方墳で︑七世紀中頃〜後半の築造
とみられています︒墳丘の規模は東西十
五メートル南北十八メートルにもなり︑
被葬者は七世紀後半に力を持っていた地
元の古代氏族日下連︵くさかむらじ︶
の
墳墓ではないかとみられています︒
厄山碑（五瀬命負傷碑）
神武天皇東征の折︑地元の豪族
長髄彦︵ながすねひこ︶
の軍と戦い︑
兄五瀬命︵いつせのみこと︶
が敵の矢
を肘に受けて負傷した地点とされ
る位置にこの厄山碑が建てられてい
ます︒
厄山碑（五瀬命負傷碑）
神武天皇聖蹟孔舎衛坂顕彰碑

神武天皇聖蹟孔舎衛坂顕彰碑
神武天皇東征の際に草香津に上
陸し︑日下の直越ルートを登って孔
舎衛坂︵くさえざか︶
で長髄彦の軍
と戦ったことが
﹃日本書紀﹄
に記さ
れています︒
この碑は神武天皇即位
から二千六百年が経過した昭和十
五年に国が全国に建てた神武天皇
聖跡十九か所の内の一つです︒

日下の直越
古くから﹁日下の直越﹂は河内国
から生駒山系を越えて大和国に至
る最短ルートとして使われていま
した︒﹃古事記﹄
には雄略天皇が日
下に居住していた仁徳天皇の娘で
ある若日下部王︵わかくさかべのみ
こ︶
に妻問のため日下の直越を越え
て行幸したと記されています︒また
﹃万葉集﹄
には日下の直越を越えて
西側を見下ろした際に燦然と輝く
難波の海が広がっていた感動の歌が
詠まれています︒今回のハイキング
では日下の直越ルート上で雄略天
皇が山頂から麓を見渡したと記述
されている国見山付近で︑河内平野
を一望することができました︒

河内木綿ウォール
河内木綿ウォールの製作工程は鶴丸
牡丹唐草文様の型紙の上にもち粉と
ヌカを蒸し作った糊を丁寧に乗せま
す︒糊置きが完了して︑初日の藍染は
一分ほど浸染をして乾燥させます︒
染める際︑出来るだけ色を合わせて
染め︑八日目の乾燥ができた後︑九日
目の浸染に入ります︒そして︑染め上
がった生地をお湯洗いと水洗いを三
日ほどかけて行い︑乾燥させて完了
です︒

日下直越ルート上国見山付近で河内平野を一望

交野生徒様作品
交野市倉治にある交野市立民俗資料
展示室では︑二階展示室において︑機
織り教室が行われています︒旧河澄
家での
﹁河内木綿展﹂
において︑河内木
綿関連民具の他に︑生徒様の作品を
お借りしました︒

河内木綿ウォール

灯籠ゲート
河内木綿ができるまでの流れ
着物（河澄家家紋入り）

川向章介氏のガイドによる秋季ハイキ
ングを行いました︒
コースは︑近鉄石切駅↓旧生駒トンネ
ル↓イノラムキ古墳↓こぶしの谷・くさ
か園地↓灯籠ゲート↓日下の直越↓厄
山碑↓神武天皇孔舎衛坂顕彰碑↓大龍
寺不動院という草香山山中の史跡を巡
る全長約六キロの行程でした︒当日は好
天にも恵まれ︑参加者は記紀万葉の文献
にも登場する﹁日下の直越﹂
の道を満喫
していました︒

展示風景

灯籠ゲート
河内国から日下の直越道を超え︑
これ
より東に向かうと生駒山東麓の俵口に入
るというルート上の目標地点として︑大
型の灯籠が設けられていました︒

さまざまな河内木綿に

関する民具や作品を展

示する河内木綿展を開

催しました。

３２

イノラムキ古墳

河内木綿ウォール
河内地方一帯では江戸時代から綿の栽
培が行われ︑河内木綿は糸太で量目が多
い厚布地です︒そのため︑暖簾や浴衣︑蒲
団地として賞用され︑特に暖簾・浴衣は
河内木綿にまさるものはないといわれた
ほどでした︒その一方︑河内木綿は糸太く
て染色はあまり美しくなく︑他のものと
比べると地味ではあるが着れば着るほど︑
洗えば洗うほど肌触りが良くなり︑丈夫
で長持ちするのが特徴でした︒そのため
京坂では商家の丁稚などの仕着せや野良
着として用いられました︒明治時代に入っ
て紡績機が導入されると安価で機械に適
した輸入綿が使われるようになり︑河内
木綿は衰退しました︒会場では︑河内木
綿の歴史や特徴︑大蔵永常が書いた綿花
栽培の技術書﹁綿圃要務﹂を基にした綿の
栽培方法︑藍染の工程などを 枚のパ
ネルで紹介︒河内木綿の栽培に使う農具
や︑綿から綿布になるまでの工程で使用
する道具など︑三十点を展示しました︒
今年の展示では︑令和元年九月に開館し
た東大阪市文化創造館のドリームハウス
大ホールの壁面十カ所を飾る幅八十セン
チ︑長さ二・四メートルのタペストリー
﹁河内木綿ウォール﹂を河内木綿はたおり
工房の中井由榮氏の協力で展示すること
が出来ました︒
同ペストリーは︑大阪商業大学商業史博
物館の収蔵資料にある﹁鶴丸牡丹唐草文
様﹂を基に制作した藍染型紙とともにを
展示しました︒

交野生徒様作品

展示期間
二〇二〇年十一月十三日
～十二月十三日

河 内 木 綿 展
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東大阪市指定文化財 旧河澄家 ニューズレター

vol.

蕨手 warabite

vol.19

六角の笠の角の部分に蕨のように、巻き上げるように立ち上がっている部分

かわずみ家

2021年4月発行

〈 2021年4月～〉

旧河澄家 イベントカレンダー
※イベント日程は本誌発行時の予定ですので、都合により多少前後する可能性がございます。詳しくはお問合せください。

大阪文化講座
ネジと工具で木製カメラづくり
前垣さんの

端午の節句展

4/23( 金 )

江戸時代には端午の節句に鯉のぼりが飾られ

～ 5/5( 祝 )

澄家主屋に鯉のぼりが雄大に泳ぎます。また

ことば遊びをしながら学びます。知れば

五月人形や、河澄家に代々伝わる甲冑等を展

知るほど奥深い、ことば遊びの世界を

示。段ボール甲冑で記念撮影もできます。

笑って、一緒に楽しみながら勉強しま

見学無料
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昔の道具展 / 昔の道具体験会

秋季ウォーキング
河内木綿展

旧河澄家 指定管理者 株式会社アスウェル

を一緒に体感しませんか。

曜日

論語とは、孔子とその弟子の中でも

5/14( 金 )

旧河澄家 昔の道具展では、裏庭正面にある
蔵の中を公開します。江戸時代に創建され

～ 9/26( 日 )

た縦約五 m× 横約十一 m の切り妻屋根に平

優れた人物たちの言語をまとめた書物

入りの二階建て土蔵です。入口と二階、内

であり、心を打つ章句がぎっしりと詰

壁には白漆喰が塗られ、耐火性、抗菌性に

まっています。

優れた強固な造りとなっています。期間中、
昔の道具を体験することで、先人たちの工

奥座敷 棲鶴楼にて、心豊かな時間を過
ごしましょう。

参加費 無料

夫に触れる昔の道具体験会もこの機会に体

昔の道具体験会

5/16( 日 )

験してみてください。

参加費 無料

※詳細はお問合せください。

※詳細はお問合せください。

東大阪市指定文化財
所在地
電話番号
ホームページ
開館時間
休館日
入館料
駐車場

旧河澄家周辺図 (詳細)

旧河澄家

〒579-8003 大阪府東大阪市日下 7 丁目 6-39
TEL/FAX 072-984-1640
http://www.kyu-kawazumike.jp
午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分
月曜日 （祝日の場合は翌日）
祝日の翌日 ・ 12 月 29 日～ 1 月 3 日
無料
5 台 （無料）
満車の場合は、 近鉄けいはんな線 「新石切駅」
周辺の有料駐車場をご利用ください。

至 住道駅･四條畷駅
孔舎衙小学校
旧国道
170 号線

日新高校
大龍禅寺
日下町 4 丁目

西稱揚寺

南日下バス停

芝

日下
マンション
リージョンセンター

お弁当店
石切山手保育園

交番

公園

日下新池

至 生駒駅

たばこ屋

交番

石切駅

石切剱箭神社

マイカーをご利用の場合
・ 旧国道１７０号線 「日下４丁目」 交差点を東へ、 約６００ｍ直進
FAX ： ０７２-９５２-４３４０
http://www.asuwell.co.jp
mail@asuwell.co.jp

公園

コンビニ
エンスストア

石切参

新石切駅

URL
E-mail

丹波神社

東稱揚寺

◆アクセス方法
公共交通機関をご利用の場合
・ 近鉄奈良線 「石切駅」 より徒歩約２０分
・ 近鉄けいはんな線 「新石切駅」 より徒歩約２０分
・ 近鉄奈良線 「東花園駅」 または近鉄けいはんな線 「新石切駅」
より、
近鉄バス 「四条畷行き」 または 「住道行き」 に乗車
「南日下」 バス停より徒歩１５分
・ JR 学研都市線 「住道駅」 または 「四条畷駅」 より、
近鉄バス 「東花園駅前行き」 に乗車 「南日下」 バス停より徒歩
約１５分

◆指定管理者 株式会社アスウェル TEL ： ０７２-９３９-７８６１

旧河澄家

孔舎衙東小学校

近
鉄
奈
良
線

河澄家の自然 柚子

〒583-0876 大阪府羽曳野市伊賀 5 丁目１番 4 号

歴史コラム
日下の噺「正法寺跡」

声に出して文字を読む ( 素読 ) 楽しさ

きゅうかわずみけ

発行・企画／株式会社アスウェル

pick up!

毎月
第 2・第 4

※詳細はお問合せください。

参加費 無料

「平成」から「令和」に元号が切り替わった頃 2019 年撮影

論語の素読会

河内の古民家展

の講座。味わい深い大阪弁を楽しく、

せんか。
大阪研究家
前垣和義氏

特集 / 企画展示

東大阪市在住の大阪研究家 前垣和義氏

4/18( 日 )

ました。子供達の健やかな成長を願い、旧河

道商店

街

至 額田駅

近鉄けいはんな線

至 瓢箪山駅

株式会社アスウェルは、総合
ビルメンテナンス会社として、
次の認証を取得しています。

JISQ9001:2015(ISO9001:2015)/ 全事業所
JISQ14001:2015(ISO14001:2015)/ 全事業所
建物総合清掃保全管理・施設保守管理・建築物
・衛生管理・人材派遣・警備保守・指定管理

ISO のロゴを使う場合は、この形でお願いします。
平成２５年７月以降は、QMS・EMS ともに、

