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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。

陶芸展

桃の節句展
2/7( 火 )

桃の節句に合わせて「桃の節句展

vol.7

」を開催いたします。ご家族やご

～ 3/5( 日 )

友人と、古民家を彩る 10 種類の

3/10( 金 )
～ 4/16( 日 )

新石切に工房をかまえておられる石切
工房

桜井智子様をはじめ、生徒の方々

の作品を展示いたします。皆様が丹精
込めて作られた作品はどれも素晴らし

雛人形をお楽しみください。

いものばかりです。

2/26（日） 雛飾りづくり＆

3/12（日）

13 時～ 15 時半
予約優先

※予約優先
無料

スプリングコンサート
※詳細はお問合せください

2016 年 12 月発行 NEWS LETTER

13 時～ 14 時半
予約優先 無料

大阪で活動をされている劇団「あ
んがいおまる一座」様をお招きし、
旧河澄家に縁のある読本作者 上
田秋成が著した怪異小説『雨月物

※詳細はお問合せください

4/18( 火 )
～ 5/5( 金 )

古民家で朗読劇を見てみたい方も
奮ってご参加ください。

今年も端午の節句に合わせて鯉のぼ
りや五月人形、甲冑などを展示しま
す。庭だけでなく、古民家の中でも
鯉が泳いでいますのでぜひご来館く
ださい !!

語・吉備津の釜』の朗読劇を行い
ます。上田秋成に興味がある方も

“ ブローチを作ろう！ ”

端午の節句展

朗読劇・上田秋成作『雨月物語』

3/19（日）

桜井智子氏による陶芸体験

4/11( 火 )
～ 5/5( 金 )

※詳細はお問合せください

鯉のぼり展示
※詳細はお問合せください
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―江戸時代のひな人形―
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として、次の認証を取得しています。
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展示・イベント
「陶芸展」

2017年3月10日
（金）〜4月16日
（日）

「陶芸体験」

2017年3月12日
（日）

「朗読劇『雨月物語―吉備津の釜―』」
2017年3月19日
（日）

「鯉のぼり展示／端午の節句展」
2017年 4月1 1日（火）〜 ５月５日（金・祝）

「河内木綿鯉のぼりづくり」
2 0 1 7 年 4月2 3日（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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・かりん

「金は借りない」の縁起担ぎに表の庭に植えられる。

果実は咳や痰など喉の炎症に効くとされ、砂糖漬け

や果実酒に加工される。

・ゆず

江戸時代頃より冬至の日に柚子を湯船に浮かべた

風邪を引かない」と言われている。

・南天

音が「難転（＝難を転ずる）」に通ずることから縁

裏庭（蔵前） 南天

起の良い木とされ、江戸時代の百科事典『和漢三才

ゆず

図会（わかんさんさいずえ）』には「南天を庭に植

庭園

えれば天災を避けられる」とあり、玄関前や鬼門、

かりん

裏鬼門に植えられた。

庭園

「柚子湯」につかる習わしがあり、「柚子湯に入れば

河澄家の自然

旧河澄家では平成二十九年二月七日から三月五日の期間︑﹁桃の節句展﹂を開催いたしま
す︒桃の節句に欠かせないものとして
﹁雛人形﹂がありますが︑その起源は日本の土俗的信仰
である﹁身代わり信仰﹂
で用いられていた﹁形代︵かたしろ︶
﹂
であると考えられています︒古来
の人々は人の形をした﹁形代︵＝人形︶
﹂
に病や穢れといった不浄を託し︑川や海に流して災い
を祓うという神事を行っていました︒平安時代には貴族たちの間で幼子のお守りとして白絹
で作った﹁天児︵あまがつ︶
﹂︑﹁這子︵ほうこ︶
﹂という形代を枕元に飾られました︒次第にこの
﹁
形代﹂から祓いの本質が無くなり︑江戸時代頃には鑑賞目的の人形として飾られるようにな
り︑今日の雛人形になりました︒
雛人形は﹁立雛︵たちびな︶
﹂と﹁坐雛︵すわりびな︶
﹂
に分けられます︒﹁立雛﹂は﹁形代﹂
に類
似している最も古い形式の雛人形であり︑男雛は丸い頭に両手を広げた姿を︑女雛は円筒形
の姿をしています︒﹁立雛﹂は多くが紙でつくられたことから﹁紙雛﹂とも呼ばれ︑坐雛ととも
に雛壇に飾られました︒
一方︑﹁坐雛﹂は立雛よりも安定よく飾るために造られたとされ︑江戸期に
﹁寛永雛︵かんえ
いびな︶
﹂﹁元禄雛︵げんろくびな︶
﹂﹁享保雛︵きょうほうびな︶
﹂﹁有職雛︵ゆうそくびな︶
﹂﹁古
今雛︵こきんびな︶
﹂など様々な坐雛が誕生しました︒﹁寛永雛﹂は江戸期で最も古い坐雛であ
り︑後の雛人形に比べると小さく︑男雛は頭と冠の共作り︑女雛は袖を広げた小袖袴姿で面
長の顔に目鼻を小さく描いた古典的な姿をしています︒次に誕生した﹁元禄雛﹂は寛永雛よ
りもやや大型で︑女雛には両手先がつき︑衣裳も十二単風に変化しています︒また︑
この頃に
雛人形を飾るための雛段が誕生しましたが一・二段と低く︑雛飾りは紙雛と坐雛を並べ︑菱
餅と白酒を供えるだけの質素なものでした︒
江戸中期︑庶民の間で雛祭りが流行し︑﹁寛永雛﹂を高級化した﹁享保雛﹂が誕生しました︒
﹁享保雛﹂は高さ約四十五センチから六十センチ以上と大きく︑切長の目に口を少し開いた

面長の顔だち︑髪は筋彫をして植え込んでありました︒また︑男雛は太刀を差し︑笏を持って
両袖を張った束帯風︑女雛は五衣︵いつつぎぬ︶
に紅袴をつけた唐衣裳︵からぎぬも︶
で檜扇を
持ち︑頭には宝冠をのせた姿をしています︒
一七五〇年代︑公家社会では有職故実に基づいて正しくつくられた﹁有職雛﹂が誕生しまし
た︒有職の家柄である高倉・山科両家が調えたのが始まりとされ︑男雛の着衣によって﹁束帯
雛﹂
・
﹁直衣雛﹂
・
﹁小直衣雛﹂
・
﹁狩衣雛﹂などと呼ばれています︒衣裳は有職に従って雛専用に
織られた裂地が選ばれ︑さらにこの衣裳は着せ替えが出来るほど細やかなものでした︒
江戸後期︑江戸では雛人形は七・八段の雛段に飾られるようになり︑現代の雛人形の祖形

原舟月︵はらしゅうげつ︶
が考案した人形で男雛は黒綾の束帯︑女雛は唐衣裳に

と言われている﹁古今雛﹂が誕生しました︒﹁古今雛﹂は明和年間︵一七六四 一
︑江戸
‐七七二︶
の人形師

鳳凰や瓔珞などの宝飾が施された宝冠をのせた姿をし︑両眼には玻璃玉︵ガラス︶
や水晶が
はめ込まれていました︒写実的で豪華な﹁古今雛﹂は庶民に好まれ︑大流行しました︒
一方︑上方では紫宸殿になぞらえた御殿に内裏雛を飾る﹁御殿飾り
︵ごてんかざり︶
﹂が流
行していました︒上方の雛飾りの特色は道具類の中に台所や水屋︵＝食器棚︶
の造りものがあ

雛屋岡田次郎左衛門が考案し

ることです︒
これは子供たちに倹約の要を教え︑家事を習わせようとする上方ならではの実
質的な考えによると考えられています︒また︑京都の人形師

た﹁次郎左衛門雛︵じろうざえもんびな︶
﹂が江戸製の
﹁古今雛﹂と共に庶民の間で流行してい
ました︒﹁次郎左衛門雛﹂は丸顔に引き目鉤鼻の顔だちをした古典的な人形で︑最初は公家
や武家の間で飾られていましたが宝暦十一年︵一七六一︶
︑江戸日本橋の室町で売り出された
ことで江戸でも普及しました︒
旧河澄家では一〇組の雛飾りを館内のいたる所に展示しております︒どうぞご家族でお越
しになって︑可愛いく綺麗な雛人形をご鑑賞ください︒
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日下之

噺
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

行基が実践した︑土木事業を通じた布教活動を支えた各種の土木職人集団の中

いかと考えられています︒

からしても︑石凝院は石材加工に従事する職人集団を背景に設立された寺院ではな

材の加工を専門に扱う職人集団が集まり現在でも石材店が多く存在していること

加工に関連する事を想起させます︒日下には古くから生駒山系より切り出される石

また石凝院の名前にある石凝︵いしこり︶
とは石を凝︵こ︶らすことであり︑石材の

りました︒

た四十九院の一つである石凝院︵いしこりいん︶
の遺跡であると考えられるようにな

ものが確認され︑奈良・平安時代の屋瓦が出土したことから︑
この地が行基の建立し

昭和三六年の発掘調査で日下町にある日下墓地の南方で建物基壇と推定される

ています︒その行基は日下の地にも足跡を残していました︒

寺大仏の造営に力を尽くし︑その功績により大僧正に任じられた高僧として知られ

行基︵ぎょうき 六六八〜七四九︶
は︑土木事業を通じて民衆に仏教を広め︑東大

︻行基と石凝院︵いしこりいん︶︼

豊かな自然と文化の街、日下

で︑石材加工職人は重要な役割を果たしたと考えられ︑日下の石凝院は水陸の交通

平城宮
難波宮

生駒山

石凝院マップ

日下墓地

の要所でこれら職人集団の活動を支える拠点として重用されたものと推察されてい
ます︒

日下の直越 ） ただごえ）
草香津

石凝院に関する記述は︑﹃続日本紀﹄宝亀四年︵七七三︶
一一月条に見られま
す︒また平安時代に著された﹃行基年譜︵ぎょうきねんぷ︶
﹄
には︑行基建立四
十九院の一つとして
﹁元正六年養老四年︑石凝院九月十五日︑在河内国河内郡
早村﹂と記されており︑
これにより石凝院が早村︵日下︶
にあったことがわかり
ます︒
それでは行基はなぜ石凝院をこの日下の地に建立したのでしょうか︒その
理由として石凝院の建てられた位置が関係していたと思われます︒日下は河
内から大和に最短距離で生駒山系を超えて東西に通じる﹁日下の直越︵ただ
ごえ︶
﹂
の道と︑南北に延びる古代からの主要街道である﹁東高野街道﹂が交差
する地点に位置していました︒また古代は海岸線が生駒山系の西麓にある日
下の地まで伸び︑交差点の西側に位置したとされる草香津︵くさかづ︶
は当時
の河内湖の最東端の大和に最も近い港であったため︑日下は水陸の交通の要
所として重要視されていました︒
行基は︑河内・大和・摂津・和泉・山背など各地を回り︑橋をかけ︑堤を築き︑
院を建て︑布施屋を造るなど︑土木専門家集団を率いて土木事業を押し進め
ましたが︑行基はそうした職人や役夫への布教の拠点として︑交通の要衝であ
った日下に石凝院を建てたのではないかと考えられています︒

6
行基墓（竹林寺）
行基菩薩供養塔（日下墓地）

7

石凝院
難
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―歴史コラム―
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詳しいイベント報告はホームページにも掲載中です。

歴史講座

ぎの三つの工程を体験していただきました︒まず綿
繰り機を使って︑綿と種とを分けます︒次に︑種を取
分けます︒次に︑種を取り除いた綿を綿弓でほぐし

その中から享保十二年︵一七二七︶八代将軍吉宗が日

下で庄屋を務めた森長右衛門が記した日記であり︑

講座を開催しました︒﹃日下村森家庄屋日記﹄とは日

日下古文書研究会の浜田昭子先生をお招きし︑歴史

がれていました︒参加者の中には綿の栽培をされて

井様に手を添えてもらいながら︑
一生懸命に糸を紡

糸紡ぎの工程が最も難しく︑参加者のみなさんは中

形成し﹁ジンキ﹂を作れば︑最後は糸紡ぎです︒この

もやわらかくなります︒この︑ほぐれた綿を棒状に

二〇一六年十一月三〇日開催

光社参を行った時の日下村の暮らしぶりについてお
いる方もおられ︑﹁自分の育てた綿が糸になるなん

ます︒綿弓の弦を弾くと︑綿の繊維がほぐれて︑とて

話いただきました︒国家的イベントであった日光社
て！﹂と感動しておられる方もおられました︒

えを純粋に実践し︑戒律復興運動に尽力された方で

ました︒慈雲尊者とは︑江戸時代の高僧で︑釈尊の教

に︑菩提寺︑旧向井家住宅︑安岡正篤先生旧宅を巡り

残る扁額と春日神社で見られる扁額の鑑賞を中心

テーマ
﹁慈雲尊者の墨蹟を訪ねて﹂を掲げ︑河澄家に

参のため︑
日下村では多額の日光御用銀を用立て︑
会所に庄屋や年寄が詰めて昼夜見廻りを行うなど
の厳戒態勢を敷いた様子が記されていました︒浜田
先生は名もない人々の︑何気ない普通のくらしこそ
が本当の歴史であると語られ︑参加された方からは
﹁一地方の庄屋の仕事ぶりが良く解った﹂︑﹁庶民の日
常生活の一端が垣間見えた﹂などのお声をいただき
ました︒

河内木綿糸紡ぎ体験会
す︒最初に向かった善根寺春日神社では︑慈雲が揮毫

顕著な︑丸みのあるやわらかい書風が特徴であり︑

二〇一六年十一月十三日開催
﹁河内木綿はたおり工房﹂の中井由榮様をお招きし︑

河澄家の扁額と比較することが出来ました︒また︑

された﹁春日社﹂の扁額を拝見しました︒蔵鋒用筆が

糸紡ぎ体験会を実施いたしました︒二三名の参加者

今回は宮司様のお心遣いにより︑﹁おだいづ祭り﹂で

REPORT

どの道具を使わせていただくことができ

た︒当時︑糸紡ぎに使用されていた糸車な

紡ぎ﹂の三工程に分かれて進められまし

た︒糸紡ぎ体験は︑﹁綿くり﹂﹁綿打ち﹂﹁糸

返ることができ︑とても勉強になりまし

いただきました︒河内木綿の歴史を振り

はじめに︑河内木綿についての講義をして

当日は約十名の参加者が集まりました︒

体験会﹂というイベントを開催しました︒

平成二十八年十一月十三日︵日︶に﹁糸紡ぎ

粉︑醤油をかけ海苔を巻いたり︑三つの味

た︒最後はつきたてのお餅をお汁粉やきな

河澄家に興味を持ってもらえたと感じまし

した︒参加者は話を熱心に聞いており︑旧

行い︑大黒柱や枯山水庭園などを説明しま

だけました︒合間に旧河澄家の館内案内を

は記念に写真に収めたりと楽しんでいた

つけた時は歓声が上がり︑お餅つき体験者

命にお餅をついていました︒お餅をうまく

始まると重い杵に戸惑いながらも︑
一生懸

開催していきたいと思いました︒

雰囲気を活かすことのできるイベントを

回のような東大阪市の歴史や旧河澄家の

験をさせてもらうことができました︒今

が︑参加者の方々と一緒にとても貴重な体

として参加させていただいていたのです

囲気で進められました︒近大生はスタッフ

付けで美味しくいただきました︒

峰滝ゼミ

ました︒イベントは︑最後まで穏やかな雰

日は約二十名の参加者が集まり︑餅つきが

昔ながらのやり方でお餅をつきました︒当

七期生の合同で行い︑臼と杵を使用する︑

ト﹂を開催しました︒峰滝ゼミの六期生と

人や留学生を対象に﹁お餅つき体験イベン

平成二十八年十二月十一日︵日︶に︑外国

造られた御神酒を特別にいただきました︒

には河澄家で育てた綿を使って︑綿繰り︑綿打ち︑糸

次に伺った正覚山菩提寺は︑以前は善根寺という
寺名であり町名の元になっていると云われている
お寺です︒こちらでも住職様のお取り計らいで慈
雲縁の人物・楽山︵ぎょうざん︶の書などを見せて
いただきました︒ウォーク後は旧河澄家にて︑﹁慈
雲の墨蹟から思想を読み解くミニ講座﹂を聞いて
いただきました︒慈雲の書道観・思想を踏まえた上
で︑東大阪にも点在する慈雲の書を見に行かれる
のも良いかも知れません︒

鏡もちづくり
二〇一六年十二月一八日開催

子供たちを対象にした鏡餅つくり体験を開催し
ました︒最初に子供たちが近畿大学の学生に補助
してもらいながら杵と臼を使った餅つきを体験し
ました︒杵を持ち上げるのが少し大変そうでした
が︑お父さんお母さん︑大学生のお兄さんお姉さ
んの掛け声の中︑
一生懸命おもちをついていまし
た︒鏡餅づくりでは折り紙で作った三宝を見なが
ら︑皆さん楽しそうにお餅をこねていました︒最
後にスタッフ・近大生が用意したお汁粉を皆で食
べました︒参加された方からは﹁餅つきをする機
会が少ないのでとても楽しく参加できた﹂︑﹁お餅
ができてまるめるのは楽しかった﹂などのお言葉
をいただきました︒

近 畿
大 学
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旧河澄家にて開催しましたイベント＆展示のご報告。

歴史講座
河内木綿糸紡ぎ体験会
秋季ウォーキング

REPORT
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地域の方々と触れ合いながら様々な催しを致しました！

http://www.kyu-kawazumike.jp/eventinfo/
旧河澄家HPイベント情報ページ→

詳しいイベント報告はホームページにも掲載中です。
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近 畿
大 学

8
9

旧河澄家にて開催しましたイベント＆展示のご報告。

歴史講座
河内木綿糸紡ぎ体験会
秋季ウォーキング

REPORT
KAWAZUMI
地域の方々と触れ合いながら様々な催しを致しました！

http://www.kyu-kawazumike.jp/eventinfo/
旧河澄家HPイベント情報ページ→

特別展示
日本表現派

岡川孔

旧河澄家では︑十二月十五日から一月三十一日の期間︑日
本表現派の岡川孔氏による﹁新春 日本画展﹂を開催いた
しました︒

岡川孔︵おかがわ・とおる︶
一九五〇年 京都府に生まれる
一九七七年 松井牧牛に師事
一九八八年 日本表現派展初出品奨励賞
一九九四年 日本表現派同人に推挙される
二〇〇三年 日本表現派同人委員に推挙される
二〇〇四年 日本表現派展新人賞受賞
二〇〇九年 日本表現派賞受賞
現在 日本表現派同人委員
京都日本画協会会員
奈良県美術家協会会員
奈良市美術家協会会員

日本表現派とは
単なる西欧合理主義や権威主義を意識的に排除
し︑日本人の誰もが心の底に流れている内なるも
のを素直に表現した作品の創造を求め︑形式や
技術に捉われず純粋な精神の高揚を求める作家
の集まりとして設立︒

稜線が浮かび上がってきます︒その線を眼で辿る

前に立つと︑画面の中から群青と赤で描かれた

して知られる景勝地です︒︽湖国残雪︾
の絵画の

ら近江八景の一つ
﹁比良暮雪︵ひらのぼせつ︶
﹂と

賀県の琵琶湖西岸に連なる山地であり︑古くか

の
﹁比良山地︵ひらさんち︶
﹂
です︒比良山地は︑滋

来館者を圧倒します︒
この山のモデルは滋賀県

約三メートルの大画面︽湖国残雪︾が展示され︑

ります︒
シモダイドコには︑高さ約二メートル︑幅

に表現できておらず︑
もっと勉強しなくてはいけ

現場で感じた感動や情景がまだまだ思ったよう

していますが︑描き終えてみていると︑
スケッチの

を画面に表現しました︒もう何年も作品を制作

る美しさや生命力︑山の雄大さや春の予感など

しております︒
スケッチ時に感じた︑花の持ってい

れる四季の花と残雪の比良山などの作品を展示

多く描いています︒今回の展示では︑身近に見ら

ただくことになりました︒私は︑花や山が好きで

旧河澄家において
﹁新春 日本画展﹂を開催してい

この度︑株式会社アスウェル様のご好意により︑

ご挨拶

と︑山々の輪郭を立体的に感じ取ることができ︑
ない︑
といつも思っています︒ご高覧いただきまし

期間中は︑全十五作品の日本画が旧河澄家を彩

まるで本物の山を目の前にしているかのようで
た皆様にご高評いただけましたら幸に存じます︒
岡川 孔

す︒またナンドには︑百合︑桔梗︑菊など四季の自

ため︑膠を使って接着する︒

る絵具はそのものに接着力がない

として用いられる︒日本画に使用す

を煮て取り出したゼラチン︒接着剤

獣や魚の皮や骨などのタンパク質

・
︻膠︵にかわ︶︼

以降用いられる︒

︒成分は炭酸カルシウム︒室町時代

貝殻を焼き︑砕いて粉末にしたもの

・
︻胡粉︵ごふん︶
︼

ぶ︒

ある︒箔を粉状にしたものを泥と呼

う︒金箔︑銀箔︑プラチナ箔などが

金属を薄く延ばしたものを箔とい

・
︻箔・泥︼

し︑指で混ぜて練成する︒

︑接着剤として膠︵にかわ︶
を使用

く︑単独では画面に定着しないため

粉末状の顔料︵絵具︶
︒固着力がな

・
︻岩絵具︼

をご紹介します︒

史に培われた伝統的な素材です︒
ここでは︑その一部

となっており︑その画材として使われてきたものも歴

日本画は︑千数百年以来続いている絵画様式が基本

日本画の画材

然を描いた作品が並びます︒余白を活かした構
図や︑背景に和紙を用いた作品など日本画特有
は︑お正月に因んだおめでたいモチーフの作品が

の表現を楽しむことができます︒
さらにザシキに
並びます︒旧河澄家の白壁に︑︽松︾︽竹︾︽梅︾
の華

寒さ厳しい冬も枯れずに茂る

《ゆり》

やかな色彩が映え︑心が華やぐような空間にな
りました︒

葉は榊︵さかき︶
と同様に︑繁栄

椿

寒い時期にほころびはじめて様

梅
々な花に先駆けて咲き︑実がな

をもたらすと云われています︒

画題として描いています︒

川広重や歌川国貞も浮世絵の

選ばれた八箇所の名所です︒歌

なぞらえて︑琵琶湖の南部から

瀟湘︵しょうしょう︶八景図﹂
に

山水画の伝統的な画題である﹁

ています︒近江八景とは︑中国

近江八景のひとつとして知られ

比良暮雪 （ひらのぼせつ）

ることから︑﹁出世・開運﹂を意
味します︒また厳しい寒さの中
ろから縁起のよいものとされて

で清らかな花を咲かせるとこ
います︒

菊
九月九日の重陽︵ちょうよう︶
の節句には︑不老長寿の薬効が
あると信じられており︑菊の花
を飾ったり︑花びらを酒に浮か

《赤い花》

おめでたいモチーフ
今回の出展作品を︑描かれたモ
チーフのおめでたい由縁ととも
に振り返ります︒

松
真冬でも青々とした葉を茂ら
せ︑
一年中葉を落とさないこと
から長寿と健康の象徴とされ
ています︒

竹

《梅》

ザシキの展示風景
ナンドの展示風景

べて飲む習慣がありました︒

《湖国残雪》

風や嵐にも負けずに真っ直ぐ

シモダイドコの展示風景
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画像
「日本画style」
「日本画の基礎 寒山工房」
より

伸びる姿は生命力を︑規則正し
い節目は節操を表します︒

《菊》

《赤い花》
《旭日》
《緑風》
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ニューズレター

７

vol.

かわずみ家

東大阪市指定文化財 旧河澄家

〈 2017 年 3 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。

陶芸展

桃の節句展
2/7( 火 )

桃の節句に合わせて「桃の節句展

vol.7

」を開催いたします。ご家族やご

～ 3/5( 日 )

友人と、古民家を彩る 10 種類の

3/10( 金 )
～ 4/16( 日 )

新石切に工房をかまえておられる石切
工房

桜井智子様をはじめ、生徒の方々

の作品を展示いたします。皆様が丹精
込めて作られた作品はどれも素晴らし

雛人形をお楽しみください。

いものばかりです。

2/26（日） 雛飾りづくり＆

3/12（日）

13 時～ 15 時半
予約優先

※予約優先

スプリングコンサート
※詳細はお問合せください

無料

2017 年 3 月発行 NEWS LETTER

13 時～ 14 時半
予約優先 無料

発行・企画／株式会社アスウェル

東大阪市指定文化財

大阪で活動をされている劇団「あ
んがいおまる一座」様をお招きし、
旧河澄家に縁のある読本作者 上
田秋成が著した怪異小説『雨月物

※詳細はお問合せください

4/18( 火 )
～ 5/5( 金 )

古民家で朗読劇を見てみたい方も
奮ってご参加ください。

今年も端午の節句に合わせて鯉のぼ
りや五月人形、甲冑などを展示しま
す。庭だけでなく、古民家の中でも
鯉が泳いでいますのでぜひご来館く
ださい !!

語・吉備津の釜』の朗読劇を行い
ます。上田秋成に興味がある方も

“ ブローチを作ろう！ ”

端午の節句展

朗読劇・上田秋成作『雨月物語』

3/19（日）

桜井智子氏による陶芸体験

4/11( 火 )
～ 5/5( 金 )

※詳細はお問合せください

鯉のぼり展示
※詳細はお問合せください

き ゅ う か わ ず み け

特集 「桃の節句展
―江戸時代のひな人形―

〒583-0876 大阪府羽曳野市伊賀 5 丁目 738-1

旧河澄家 指定管理者 株式会社アスウェル

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

〒579-8003 大阪府東大阪市日下 7 丁目 6-39
TEL/FAX 072-984-1640
h ttp://w w w .kyu -kaw as z u mik e .j p
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
駐車場は 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。

◆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 「瓢箪山駅」
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 「瓢箪山駅行き」 に乗車 「南日下」 バス停より徒歩約１５分
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
◆指定管理者 株式会社アスウェル TEL ： ０ ７ ２ -９ ３ ９ -７ ８ ６１

URL
E-mail

FAX ： ０ ７ ２ -９ ５ ２ -４３ ４０
http://www.asuwell.co.jp
mail@asuwell.co.jp

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。

JISQ9001:2008(ISO9001:2008)/ 全事業所
JISQ14001:2004(ISO14001:2004)/ 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

