
＜第 2期の実験工作グループ参加者名簿＞

小泉　正幸　　笠原　　修　　田名網　理恵　　根橋　良紀

葉玉　知子　　松本　光夫　　三井田　陸郎　　両角　　健

両角　美恵子　山田　勝俊　　吉江　利彦

語り伝承グループ活動報告

飯田美智子＊

１　はじめに

メンバーの高齢化などで暫く休止していた語りべの活動

を、博物館の館長さん始め職員の皆さんのご指導のもと、新

たに「語り伝承グループ」として市民研究員養成講座の仲間

入りができ、今年度より発足しました。活動の内容も、山浦

地方から広く八ヶ岳の裾野の河川に寄り添いながら綿々と織

りなしてきた文化や、諏訪の湖の豊かな資源を糧に発展した

文化など、６市町村の地域の特色を聴き採ることが出来るも

のと期待するところです。ここに諏訪人気質と言う独特な気

風が生まれた。厳しくも優しい諏訪の自然の中で、先人達は

夜を徹して何を語り、何を議論してきたのでしょうか。歴史

書に記することなく生きてきた民（みん）の体験の証は時代

と共に涸れ朽ちて静かに消えていく。それは何の損得もない、

未来の発展になんら支障もないのです。「過去りし、たかが

雑事、されど雑事」。今、私達が知りたいと思う諸々の雑事を、

もし古代の人達が書き記していてくれたとしたらどれだけ思

いを馳せることが出来、楽しめたことでしょうか。「吾妻鏡」

という鎌倉時代の幕府の日記風な書物をお読みになった方は

「ここもうちょっと詳しく教えて」とお思いになりませんで

したか。そんなたわいない興味から始めた古老からの聴き採

り調査に賛同して仲間に入って下さったメンバーの皆さんに

感謝しながら、今後の活動を充実したいと思います。

○語り伝承グループメンバー

　飯田美智子・西村　豊・藤田和子・濵　里衣・牛山圭吾

　両角桂子

２　今年度活動記録

　　　　①　グループ年間活動表　　　　　　　　　　　＜敬称略＞

実施日月日（　）2018・3 ～ 内　　　容 時　間 回数 場　所　　　備　考

3 月 25 日（日）～ 4 月 8 日（日）
小平ミエ打ち合わせ
日程、内容、場所、時間

13：30 ～ 15：00 ４回 小平、永由、小平（昌）
ご自宅訪問

4 月 10 日（火）
小平ミエ聴き採り
小平（昌）、永由聴き採り

13：30 ～ 15：30 小平ミエ
ご自宅訪問

4 月 25 日（水）
顔合わせ
今後の進め方

13：30 ～ 15：30 博物館

4月 30日（月）～ 5月 23日（水）
テープ起こしの原稿について小平

（昌）、永由確認
５回 小平（昌）、永由ご自宅訪問

5 月 24 日（木）
小平ミエ原稿検証
次回聴き採りについて

13：30 ～ 15：30

5 月 30 日（水） 小川善弘聴き採り 13：30 ～ 15：30 小川善弘　　天香館談話室

6 月 28 日（木）
小平ミエ原稿読み合わせ
写真の位置検討

13：30 ～ 15：30 博物館

7 月 11 日（水）
南大塩の小平宅にて肖像画掛軸、系
図の撮影、後博物館内撮影

13：30 ～ 15：30 小平　宅　　博物館

6 月 1 日（金）～ 7 月 24 日（火）小川善弘テープ起こし

7 月 25 日（水）
小平ミエ写真について
小川善弘原稿読み合わせ

13：30 ～ 15：30 博物館

8 月 22 日（水） 原稿確認と参照資料について 13：30 ～ 15：30 博物館

8月 23日（木）～ 9月 25日（火）小川善弘テ―プ起こしの原稿確認 ４回 小川ご自宅

9 月 26 日（水）　　
今後の打ち合わせ、小川より借用の
ＤＶＤを見る

13：30 ～ 15：30 博物館

10 月 31 日（水）
ホープロッヂ川村瑛子
聴き採り

13：30 ～ 16：00 ホープロッヂご自宅

11 月 25 日（日） 豊田診療所打ち合わせ
　　小松孝子　小松由貴

10：00 小松ご自宅

11月1日（木）～11月28日（水）川村瑛子テープ起こし

12 月 1 日（土） 川村瑛子テープ起こしの原稿確認 １回

11 月 29 日（木） 坂本と史聴き採り 14：00 ～ 16：00 坂本ご自宅

12 月 6 日（木）
アルパカ牧場聴き採り　

小林亀太郎　小林里子
9：00 ～ 11：30 小林ご自宅

12 月 13 日（金） 小川哲男聴き採り 9：25 ～ 11：30 小川ご自宅

12 月 18 日（火）
豊田診療所
　　　小松孝子　小松由貴

10：00 ～ 11：00 小松ご自宅

　　　

＊郷土文化研究家
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　②　聴き取りした方の名簿　2018 年 4 月～　　　　＜敬称略＞

聴き取り日 話してくれた人 生年月日 住所 話を聞いた人

平成 30 年
4 月 10 日（火）
午後 1:30 ～午後 3:30　

小平ミエ
小平昌壽
永由桃介

大正 15 年（91 歳）
昭和 13 年（79 歳）
昭和 7年（85 歳）

茅野市豊平南大塩在住
茅野市豊平南大塩在住
茅野市豊平上古田在住

牛山圭吾
西村　豊
飯田美智子

平成 30 年
5 月 30 日（水）
午後 1:30 ～午後 4:00

小川善弘 大正 15 年（92 歳）
茅野市ちの

茅野町在住

藤田和子
西村　豊
飯田美智子

平成 30 年
10 月 31 日（水）
午後 1:30 ～午後 4:00

川村瑛子 昭和　（80 代） 茅野市北山白樺湖在住

濵　里衣
西村　豊
鵜飼恭子
飯田美智子

平成 30 年
11 月 29 日（木）
午後 2:00 ～午後 4:00

坂本と史 大正 9年（98 歳） 茅野市宮川坂室在住
両角桂子
西村　豊
飯田美智子

平成 30 年
12 月 6 日（木）
午前 9:00 ～午前 11:30

小林亀太郎
小林　里子

大正 14 年（93 歳）
昭和 6年（87 歳）

諏訪郡富士見町
立沢在住

西村　豊
両角桂子
飯田美智子

平成 30 年
12 月 13 日（木）午前 9:30 ～
　

小川哲男 大正 15 年（92 歳） 茅野市ちの茅野町
両角桂子
西村　豊
飯田美智子

平成 30 年
11 月 25 日（日）午前 10:00 ～
・打合わせ
12 月 18 日（火）午前 10:00 ～

諏訪豊田診療所
小松孝子
小松由貴

諏訪市豊田
西村　豊
飯田美智子

小平ミエさん

小川善弘さん
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坂本と史さん

小林亀次郎、里子さん

小川哲男さん

川村瑛子さん

※写真　Ⓒ西村豊 2018 年　ネイチャーフォトプロダクション
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