Mie Prefecture

＊熊野古道センターの今＊

ここに来るそれぞれの理由

開館以来すでに多くの方に訪れていただき、この尾鷲ヒノキの館にようやく活気と彩りが加わりました。今
こうして日本各地から遥々お越しくださるみなさんと、このヒノキの香りや、尾鷲の海山の景色、そして様
々なイベントを通して東紀州の財産を共有できることをとても嬉しく思います。

↑常設展示室にて、熊
野旅曼荼羅に見入る。
←3/1の渡辺芳遠先生講
演会。現代の日本人が
抱える不安を探り、そ
れを解決する熊野古道
の精神性について、皆
さん聞き入っていらっ
しゃいました。

企画展「市木木綿～今に息づく暮らしの絲なみ～」
平成19年４月28日（土）～６月17日（日）

場所：展示棟企画展示室

開館時間：午前9時～午後5時、入場無料

講座・講演

体験学習教室
随時 ひのきアート教室

尾鷲ヒノキのシートで創作教室。4月は行燈（1,500円）
5月はうちわ（1,000円）を作ります。
＊時間：pm1:00～、日程要相談
講師：当副センター長 池田比早子

4/14（土）料理教室Ⅱ（サクラダイ）

地域食材の料理教室。旬のサクラダイを使います。
＊参加料：2,000円 時間：am11:00～pm2:00
講師：相可高校教諭 村林新吾氏

4/15（日）バードカービングⅠ

木で鳥を作る。バードカービング初級講座開設！
＊参加料：1,000円 時間：am10:00～am12:00
講師：島田春幸氏
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4/8（日）語り部講座Ⅰ「藁草履作りと古道歩き」

藁草履と暖竹の杖を作り古道を歩く語り部養成講座。
＊参加料：300円 時間：am8:30～pm4:00

5/26(土）道中記に親しみ読み進める会

昔の旅日記を通して熊野古道や昔の旅文化への理解を深め
る講座です。
＊参加料：無料（随時資料代）詳細は近日発表！

6/10（日）語り部講座Ⅱ
「熊野古道センター周辺の植物研究会」

＊参加料：300円（別途資料代）時間：am9:00～pm3:40

その他の多彩なイベント
4/22（日）旬を楽しむ講座「つつじの宴」

4/26（木）折り紙教室「かぶと」

野古道セ

ンタ

KODO C

私は、三重県のほか、本宮、那智に
おいても語り部として多くのお客様に
熊野のご案内をさせていただいており
ますが、本年三月からは川の古道にお
いても、語り部をすることになりまし
た。実は、熊野古道は陸だけではなく
川にもあります。熊野川は「川の参詣
道」としては初めて世界遺産に登録さ
れました。
平安時代、上皇・法皇・貴族は本宮
へ参ったあと新宮まで、九里八丁とい
われる奇岩や滝等を眺めながら川舟で
下り、そして那智参拝の後にはまた川
を上ったといいます。
一方庶民は、本宮から小雲取越えと
呼ばれる峠道を越え熊野川に出て、川
丈街道と呼ばれる川沿いの細い細い山
道を歩いて新宮へ向かいました。
この道は、熊野三山の参詣者の八割
九割の人が通った大切な道です。川を
見ながら歩ける唯一の熊野古道です。
しかし誠に残念ながら昭和三十年後半
に県道を作る際に壊され、今は「宣旨
（せんじ）帰り」と「比丘尼転び」と
呼ばれる部分だけが残っています。今
後部分的ではあるが復元できるところ
は復元していきたいと考えています。

苅谷健生さん（紀宝町）
熊野川体感塾語り部
熊野古道語り部友の会副会長
熊野那智ガイドの会会員
熊野本宮語り部の会会員

↑体験教室で作ったひ
のき花（コサージュ）
と雛人形。熊野古道セ
ンターで手技を磨き、
日常をより豊かに楽し
くしませんか☆今後も
お楽しみに！
景色が良いから心も体
も軽くなる!? ↓

←可愛い巡礼
者！開館特別
展示「絵図に
みる巡礼道中
の人々」の企
画、巡礼衣装
貸出は大好評
でした。

←3/16、熊野比丘尼に
扮しての那智参詣曼荼
羅等の絵解き。当時の
民衆の精神世界、そし
て生と死が交錯し、生
命力溢れる熊野という
聖地の光景に想いを馳
せました。

東紀州を体感・体験する

七里御浜沿いの小さな村「市木村」に始まった木綿織りが今日
まで受け継がれています。「市木木綿」は明治時代に産業化され
最盛期の大正時代には、人々の暮らしそのものとなりました。
今回は、御浜町市木に木綿織が始まった背景、職人技、時代ご
との製品などを紹介する展示を開催し、当時の人々の暮らしの営
み・絲なみを覗きます。また、その職人気と想いを皆様にお伝え
し、‘ものづくり’の意味、そして地域の伝統産業を次の世代へ
つなげることを考えるきっかけとなれば幸いです。

←尾鷲の海、山、そ
してこの空気！これ
さえあれば、こんな
に楽しいといわんば
かりの、尾鷲幼稚園
の園児たち。走り回
ったあとは、交流ロ
ビーでお昼ご飯。

←2/24の村林新吾先
生の料理教室。
九鬼で水揚げされた
最高級のブリと先生
の指導で作る料理は
とても美味しかった
です！

＊旬のイベント情報＊

兜の折り紙を通じて節句について
知りましょう。
＊参加料：1,000円
時間：pm1:00～pm3:00
講師：当NPO法人理事 七見憲一氏

講演：熊野古道とお茶の心
体験：お茶のいただき方 共催：淡交会
＊参加料：500円 時間：pm1:00～pm3:30

5/11(金）熊野古道～映像と生ギターのハーモニー
濱口祐自コンサート

↑宣旨帰りを歩く

ぺん

筆リレー

次は紀宝町の
谷口昌宏さん

そして、本年三月十七日から、三反帆
を使った和船による川下りと、川丈街道
を歩く、ゆっくりとした旅の提案を熊野
川体験塾が始めます。風があればエンジ
ンを止め、風の力で舟を進めます。水音
が船底を打つ音を聞きに、「えびかき」
などの川遊びや浅里の人々との交流を楽
しみ、「熊野川」を体感、体験してみま
せんか？
熊野を少しでも多くの方に知ってほし
い、また来てほしいと思い、ガイドして
います。熊野川でみなさまにお会いでき
るのを楽しみにしております。

ジャズ、フォーク、クラシック、様々なエレメントを併せ
もつ無垢なサウンドを、映像と共にどうぞ。
＊前売券1,500円、当日券2,000円
創始者本家筋の大久保織布から夫妻を招き、座談会と小物
詳細は近日発表！
作り。市木木綿で色紙掛けを作り、壁飾りに仕上げます。
＊参加料：1,000円 時間：pm1:00～pm3:00
5/12（土）世界の語り部との交流会（仮題）
アラスカ・クリンギットインディアンのボブ・サムさん
5/8(火）市木木綿のお手玉作り
が語る「ワタリガラスの神話」を聞く夕べ。
市木木綿で懐かしい風合いのお手玉を作りましょう。
＊詳細は近日発表！
＊参加料：1,000円 時間：pm1:00～pm3:00
講師：西垣戸婷子氏・橋戸良子氏（ふるさと茶屋おかげさんで） 5/18（金）～20（日）熊野古道写真学校
熊野古道の魅力を写真を通して体感してください。
5月(中旬予定）古代米の栽培・体験「田植え」
＊講師：竹内敏信他 参加料：33,000円 （定員間近）
食料を生産することを体験し、「食」を考えましょう。
＊詳細は近日発表！
6/9(土)旬を楽しむ講座「夏至」
野人王・大西琢也氏が火と人、そして太陽と夏至について
6/9(土)火起こし体験（仮題）
魂を込めて語る、キャンドルナイト。＊詳細は近日発表！
TVﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ初代ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ野人王が尾鷲にやって来る！
古代発火法で火をおこそう。＊詳細は近日発表！
講師：NPO法人森の遊学舎代表理事 大西琢也氏

4/28（土）自分だけの“いちぎもめん”小物作り
～大久保織布の眞三・香壽夫妻を囲んで～

6/17(日)料理教室、6/23(土)折り紙教室

お申込みはお電話かセンターにて直接、各一週間前迄に
お願い致します。TEL：0597-25-2666

旬の・・・
「鱗の花散って哀やさくら鯛―桜鯛」

↑飛雪の滝の前でお昼ご飯

～川に生き 川を守る 船頭たち～
昔を今に伝える三反帆
熊野川体感塾 TEL：0735-21-0314
（塾長 谷上）

2

通目
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野旅曼荼羅に見入る。
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の精神性について、皆
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5月はうちわ（1,000円）を作ります。
＊時間：pm1:00～、日程要相談
講師：当副センター長 池田比早子

4/14（土）料理教室Ⅱ（サクラダイ）

地域食材の料理教室。旬のサクラダイを使います。
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4/15（日）バードカービングⅠ

木で鳥を作る。バードカービング初級講座開設！
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4/8（日）語り部講座Ⅰ「藁草履作りと古道歩き」

藁草履と暖竹の杖を作り古道を歩く語り部養成講座。
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川にもあります。熊野川は「川の参詣
道」としては初めて世界遺産に登録さ
れました。
平安時代、上皇・法皇・貴族は本宮
へ参ったあと新宮まで、九里八丁とい
われる奇岩や滝等を眺めながら川舟で
下り、そして那智参拝の後にはまた川
を上ったといいます。
一方庶民は、本宮から小雲取越えと
呼ばれる峠道を越え熊野川に出て、川
丈街道と呼ばれる川沿いの細い細い山
道を歩いて新宮へ向かいました。
この道は、熊野三山の参詣者の八割
九割の人が通った大切な道です。川を
見ながら歩ける唯一の熊野古道です。
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呼ばれる部分だけが残っています。今
後部分的ではあるが復元できるところ
は復元していきたいと考えています。

苅谷健生さん（紀宝町）
熊野川体感塾語り部
熊野古道語り部友の会副会長
熊野那智ガイドの会会員
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↑体験教室で作ったひ
のき花（コサージュ）
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ンターで手技を磨き、
日常をより豊かに楽し
くしませんか☆今後も
お楽しみに！
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も軽くなる!? ↓

←可愛い巡礼
者！開館特別
展示「絵図に
みる巡礼道中
の人々」の企
画、巡礼衣装
貸出は大好評
でした。
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扮しての那智参詣曼荼
羅等の絵解き。当時の
民衆の精神世界、そし
て生と死が交錯し、生
命力溢れる熊野という
聖地の光景に想いを馳
せました。

東紀州を体感・体験する

七里御浜沿いの小さな村「市木村」に始まった木綿織りが今日
まで受け継がれています。「市木木綿」は明治時代に産業化され
最盛期の大正時代には、人々の暮らしそのものとなりました。
今回は、御浜町市木に木綿織が始まった背景、職人技、時代ご
との製品などを紹介する展示を開催し、当時の人々の暮らしの営
み・絲なみを覗きます。また、その職人気と想いを皆様にお伝え
し、‘ものづくり’の意味、そして地域の伝統産業を次の世代へ
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さえあれば、こんな
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かりの、尾鷲幼稚園
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ったあとは、交流ロ
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生の料理教室。
九鬼で水揚げされた
最高級のブリと先生
の指導で作る料理は
とても美味しかった
です！
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熊野古道の魅力を写真を通して体感してください。
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魂を込めて語る、キャンドルナイト。＊詳細は近日発表！
TVﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ初代ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ野人王が尾鷲にやって来る！
古代発火法で火をおこそう。＊詳細は近日発表！
講師：NPO法人森の遊学舎代表理事 大西琢也氏

4/28（土）自分だけの“いちぎもめん”小物作り
～大久保織布の眞三・香壽夫妻を囲んで～

6/17(日)料理教室、6/23(土)折り紙教室

お申込みはお電話かセンターにて直接、各一週間前迄に
お願い致します。TEL：0597-25-2666

旬の・・・
「鱗の花散って哀やさくら鯛―桜鯛」

↑飛雪の滝の前でお昼ご飯

～川に生き 川を守る 船頭たち～
昔を今に伝える三反帆
熊野川体感塾 TEL：0735-21-0314
（塾長 谷上）
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今回は、東紀州の旬の魚をご紹介します。この句は、寛政8年（1631年）初春に
鈴木牧之が、尾鷲市三木里にて桜鯛を買い、宿で料理をしてもらったときのも
のです。春先、沿岸にやってくる真鯛は、鱗が桜色に輝き美しさを増すことか
ら桜鯛とよばれます。4/14(土)に、この桜鯛をつかい旬の味を楽しむヒントが
満載の料理教室Ⅱを開催します。

