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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2574回例会 平成 25年 8月 30日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    手に手つないで 

◇ 四つのテスト      矢島 紀昭 会員 

◇ お客様紹介 

卓話者  千葉商科大学講師 久保田 滋子 様 

四街道ロータリー・クラブ  森本 次郎 様 

 

◇ ニコニコボックス 

平山 金吾 会員：米山関係ですが、静岡県駿東郡長泉町に米山梅吉

記念館というのがございます。公益財団法人になっており、これの理

事にという事で米山奨学会から要請があり板橋理事長と私が米山梅吉

記念奨学会の理事として出ることになり、その理事会に行きました。

年間５、6 回です。静岡に行かれましたら、是非記念館にお寄りくだ

さい。また、財政的に脆弱なところですので、ご支援も宜しくお願いいたします。その前

日は米山の理事会があり、続いて 26 日には地区の委員長会議と、3 日間米山漬けでした。 

 

大澤 浩一 会員：御礼を申し上げるのがすっかり遅くなってしまい

申し訳ありませんでした。8月 9日のインターアクト年次大会ですが、

会長・幹事始め多くの会員の方に来ていただき、暑い中、駐車場係や

受付等の役をしていただき本当にありがとうございました。お陰様で

成田山の援助もあり坊入りなども非常に好評でした。そのあとの写経

では会員の皆様の真剣な態度に声を掛けるのも遠慮いたしました。良

い経験をしていただけたかなと思っております。参加した各学校のイ

ンターアクトの先生方も非常に喜んでいらっしゃいました。ありがとうございました。 

 

森本 次郎 会員（四街道ロータリークラブ）：先週 8 月 23 日（金）

から 24 日（土）まで成田付属高等学校のインターアクトクラブ部長平

山温子さんとうちの長男、平山さんのお友達も含め 42 名で宮城県の山

元町へボランティアに行ってきました。インターアクトの年次大会の

講師として、新地町の旅館のおかみさんがいらっしゃっていましたが、

ちょうどその北隣になります。8 月 9 日も素晴らしお話でしたが、現

場を見るより勝るものはなく、海沿いの小学校へ行きました。建物はそこしか残っていま

せんでした。生徒さんたちは二階の屋根裏に逃げてみんな無事だったそうです。ボランテ



 2 

ィアは、農家をやっていらっしゃる斉藤さんというかたの所へ行きました。土地をあちこ

ち借りてやっていらっしゃいました。記念に米屋さんとゆめ牧場さんの特選詰め合わせを

斉藤さんにプレゼントしてきました。このボランティア経験を是非いかしてくれればと思

っております。 

 

平山 秀樹 会員：娘が森本さんに非常に良い経験をさせていただき

ました。このことで横の繋がりがだいぶできたようで、今までボラン

ティアの経験はなかったのですが、興味が湧いてきたようです。ボラ

ンティア活動を積極的にやっていきたいと申しておりました。素晴ら

しいきっかけを与えて下さったことに感謝申し上げますとともに、成

田高校の写真にも写っておりますが、ビブスまで作っていただき本当

にありがととうございました。 

 

石橋 菊太郎 会員：地区のインターアクト委員長として、成田高校

でのインターアクト年次大会が盛大に無事に終わりまして大変喜ばし

い事でした。更に、その時に集めた支援物資を 24 日に新地町に届けま

した。 

 

諸岡 靖彦 会員：先日商用で仙台に出張しました。その折に 被災

地石巻に足を延ばしてきました。宮城県民謡「大漁唄い込み」（「斎

太郎節」とも言う）に歌われている石巻随一の名勝＜日和山公園＞の

高台から市街地と、旧北上川河口の港を見おろして来ました。展望台

には、被災前の街並の写真があり、今の情景と比べることが出来まし

た。この日和山公園は、２年前の事業で取組んだ 映画『エクレール～お菓子放浪記』の

ロケ地でありました。映画の最後にアキオ少年がのど自慢大会に出場して、主題歌「お菓

子と娘」を絶唱する場面は、上野公園に見立てた、此処日和山でした。

被災地の現実と、あの映画の思い出を重ね合わせて、感慨に浸ってきま

した。 

 

佐瀬 和年 会員：8 月、母の新盆に沢山の会員の皆様に見舞いにきて

いただきありがとうございました。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様こんにちは。最初に、本日、卓話をいただく久保田滋子様

ようこそお越しくださいました。ここ２、３日は秋風が加わり、

朝晩はようやく少々涼しさが感じられましたが、今日はまた猛暑

日との予報で、皆様、熱中症や夏バテにはまだまだ十分お気を付

けください。先週は、８月２日、９日と移動例会が続き、お盆の

休会もありましたため、第３週目が月初め例会という異例のスケ

ジュールになってしまいました。来月９月の第１週も「月見例会」
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で、第２週の「ガバナー公式訪問例会」が月初め例会という不規則なスケジュールとなっ

てしまい、まことに申し訳ございません。１０月の親睦旅行以降は月ごとに正常な例会開

催日となります。 

さて、去る２５日の日曜日には、栄町の栄中学校におきまして、「第７回成田ロータリ

ー・クラブ杯 中学校剣道大会」が開催されました。この大会も年々参加校が増え、今回

は印旛郡市町から２０校を数えるほどになりました。当日は、幸いにも前日までの猛暑か

ら一転して最高気温が２６度ほどの曇り空で、私も初めて、選手たちの熱気と外気の入り

混じった室内の蒸し暑さをそれほど感じることなく楽しく観戦することができました。ま

た、表彰式では男女それぞれの上位チームと３年生の個人の上位者に表彰状や盾、メダル

を手渡して握手しましたが、孫のような年代の生徒さんからたくさんの元気をいただいた

ような気がします。今回も多数の会員にご協力いただきありがとうございました。 

この後、成田市政６０周年記念事業として動きだした「参道商店の歴史民俗記録」を聞

き取り調査する実行部隊の責任者を務められる千葉商科大学講師の久保田滋子様に卓話を

いただくことになっております。本年度に入って初めてのクラブ外からお招きした方の卓

話ということで楽しみにいたしております。 

また、たびたびのお願いでありますが、９月１３日は関口徳雄ガバナーの公式訪問であ

ります。通常の例会に続き、クラブ協議会と簡単な懇親会が予定されております。第９分

区の筆頭クラブとして、また第９分区ガバナー補佐を輩出しているクラブとして恥ずかし

くないよう、多数の会員の皆様の出席を重ねてお願い申し上げます｡ 

本日は、この後、久保田滋子様による卓話が控えておりますので、「一言、言わせろ」

のコーナーは次回とさせていただきます。 

最後になりましたが、四街道ロータリー・クラブの森本次郎様、ようこそ成田ロータリ

ー・クラブの例会にお越しくださいました｡楽しい時間をお過ごしください。 

  

◇ 委員会報告 

・米山記念奨学委員会  近藤 博貴 リーダー 

○公益財団法人米山梅吉記念館（静岡県駿東郡長泉町）から次の４

点について連絡がありましたのでお知らせします。 

１．米山梅吉記念館「館報」２０１３年秋季号が届いていますの

で回覧します。 

 ２．米山梅吉記念館 秋季例祭が９月１４日（土）午後１４時か

ら行なわれます。参加申込書を回覧していますので、参加ご希望の

方はお申込ください。 

 ３．同館では運営基盤強化のため、賛助会員を募集しています。年会費は３,０００円で

す。ご希望の方は近藤までお申込ください。 

 ４．また、恒久基金として全国一人１００円募金運動をしています。この件については、

できれば理事会に諮って米山記念奨学委員会の予算から支出したいと考えています。 

 

○８月２５日（日）地区米山記念奨学委員会セミナーがあり、出席しました。報告は後刻

いたします。 

○小川 賢ロータリー財団・米山記念奨学委員長は本日欠席ですが、ポリオ・プラスにつ
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いて報告して欲しいとの依頼がありましたので、代わって報告します。 

ロータリー財団の寄付には、使途指定のポリオ・プラス寄付というのがありますが、ア

フリカや西アジアの諸国にはまだポリオが流行しています。参考までに８月２１日現在の

ポリオ症例数を報告します。データは松田会員の提供です。 

 アフガニスタン ４     ソマリア １０８ 

 パキスタン  ２４     ケニア   １２ 

 ナイジェリア ４３     エチオピア  １ 

               世界合計 １９２ 

 

・クラブ広報委員会  佐藤 英雄 雑誌・広報・ホームページリーダー 

ロータリーの友より会員増強・拡大月間です。9 ページに“新会員

にロータリーを知ってもらい会員維持”ということで２つのクラブ

の記事が掲載されております。これを読みますと、新入会員のフォ

ローをもうちょっと努力したほうがいいのではないかと思いました。

また、ロータリーアットワーク（２８ページ）に南相馬ロータリー・

クラブの記事が掲載されております。東日本大震災の支援として、

金銭、品物の支援が多かったようですが、日野皓正さんを呼んで、

コンサートを開催。音楽で精神的な元気づけ、勇気づけをされた記事がありました。皆様

も是非ご一読ください。 

 

・設楽正行ガバナー補佐よりご連絡 

 9 月 13 日ガバナー公式訪問です。ガバナーの形式による報告書を

作成してありますが、各委員長さんは、近日中にご確認いただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

・親睦委員会  大木 健弥 会員 

 親睦旅行に関し、パスポートのコピーを事務局へ 5 日までにお願

いいたします。のち程、ＦＡＸでもご連絡いたします。 

 

◇ 幹事報告   成田 温 幹事 

〇回覧 

・例会変更  白井、印西、佐原ロータリー・クラブ 

・週  報 成田空港南、佐原、成田コスモポリタンロータリー

クラブ、 

・第 12 回囲碁大会のご案内 

・月見例会、旅行、地区大会の出欠確認表 

・ボーイスカウト千葉連盟 賛助会費納入の御礼 
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◇ 卓話 

 

門前町の記憶を辿る－成田山門前町研究事業の特徴と方向性 

久保田 滋子 様 

 

１．自己紹介 

みなさまこんにちは。ただいまご紹介にあずか

りました久保田でございます。本日は成田ロータ

リークラブの卓話にお招きくださりありがとう

ございました。今日は、今年の４月から正式に始

まりました成田市からの委託事業「成田山門前町

研究事業」についてお話ししたいと存じます。研

究事業の話と申しましても、はじまったばかりで

すので、今日はまだ調査の成果をご報告できるわけ

ではございません。来年、市制 60 周年にあたりま

して、市役所の６階ホールで中間報告を予定しております。今はそれに向けて聞き書き

を中心とした基礎資料を収集している段階でございます。今日はこの研究調査の特徴や

方向性をお話しして、みなさまに、それだったらこんな人がいる、こんな資料がある、

こんなことを調べたらいいのではないか、ぜひ私が話したいなど、ご提案やアドバイス

を頂戴いたしたく思っておりますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。 

さて、今日の卓話のお話をいただきました「なごみの米屋」の諸岡靖彦社長とは、こ

の調査が始まってすぐに三田会のご縁でお目にかかりました。この調査は慶應大学の鈴

木正崇研究室に委託されましたので、門前町の慶應の関係の方には何人かお目にかかり、

この事業について簡単にお話しいたしました。さきほど私がこの事業の責任者とご紹介

いただきましたが、全体の責任者は慶應大学の鈴木正崇教授で、私は地元での責任者を

しております。はじめに、なぜ慶應大学に委託されたのかということも含め、この事業

の開始の経緯など、私の自己紹介も兼ねまして、簡単にお話ししたいと思います。 

私は慶應大学で大学院の修士課程を終え、博士課程からは自分の専門に近い一橋大学

の社会学研究科に移りました。専門は文化人類学で、主にスイスで調査をしております。

スイスには、1959 年のダライラマの亡命とともに難民となった在外チベット人がおりま

すが、彼らの文化と社会について研究をしております。日本にいては決して知ることの

ない難民のコミュニティで約 10 年間調査をいたしました。これが一体成田の研究とどん

な関係があるのかと思われるかもしれませんが、実は深いつながりがありまして、難民

といえども衣食住が充足すればいいというわけではなく、国を出てすぐのときから「文

化」との格闘がはじまるわけです。見知らぬ土地へやってきた直後でも人は亡くなり、

そうなれば自分たちの伝統にしたがって弔わなければなりませんし、連れてきた子供は

日々成長しますから、すぐに教育を開始しなければなりません。難民としてまったく新

しい土地にやってきた人々は、いかに文化を継承するかとか、先祖の記憶を辿ろうとか、

そういうところからスタートするわけです。普段われわれが全く意識することのない「歴

史」や「文化」について、強烈に考えてアイデンティティの基盤づくりをしようとしま



 6 

す。それがどのようなものなのか、そもそも記憶や歴史とはどのように形成されるのか、

私はチベット人とともに生活をしながら、それを間近に見てまいりました。それは成田

で門前町の文化をどのように記録し、後世に継承していくかというテーマと繋がります

から、大変興味深くこの調査をしております。また、国土がないという点で、経済的な

基盤のあり方が普通とはまったく違います。チベットは僧侶の多い国でしたが、その多く

の僧侶が難民になり、唯一の「輸出産業」として、ヨーロッパやアメリカで出開帳のよう

なことをします。これは布教というよりは一種の宗教ツーリズムです。もともと欧米で

は禅に関心がある人もいましたから、その基盤を拡大してチベット仏教ブームを招き、

西洋人だけの寺や仏教センターが各所にできてきます。私はこれも研究対象にしており

ます。 

もうひとつ付け加えますと、私も門前町にルーツがございまして、私の母の実家が「魚

田丸」という旅館でした。今佐野屋さんがあるあたり、ちょうど総門の斜め前あたりに

ありました。母の父が典型的な門前の旦那衆の一人で、暇に飽かして能や謡にのめり込

み、その影響で母も幼少時から謡を習い、後に成田と関係の深い梅若六郎さんに弟子入

りし、現在では成田で謡の会を主催しております。 

 

 

２．事業開始の経緯、慶應大学への委託 

少し話がそれましたが、門前町に特化した歴史や文化の本を作ろうという話が最初に

出たのは、昨年の２月のことでした。私は今、千葉商科大学で観光文化論という科目を

教えておりまして、学生に観光と地域活性化の話をするために、何か成田の門前町の事

例を出せないかと思い、観光協会に連絡をとったところ副会長の方が対応してください

ました。副会長とは初対面でしたが、肝心の地域活性化の話などほとんどなくて、いき

なり「あなたのお母さんの記憶している昔の門前町のことを、しっかり記録しておいて

くださいね。今残さないと、昔の豊かだったころの門前町の記憶は永遠になくなってし

まいますよ」と言われました。副会長はかつて謡のお稽古をしていたことがあり、母が

教えておりましたので、そのとき昔の話などをいろいろしていたようです。その日は門

前町の話で終始しました。いったい何しに来たんだろうと思いながら熱弁を聞いていた

のですが、私も話の最後には、これは大切なことかもしれない、しかも非常に面白いな

という気持ちになってきて、ではぜひやりましょうということになり、すぐに市役所に

話を持って行ったのです。これがとんとん拍子に決まり、２か月後には、あとは予算を

つけるのみというところまできました。予算についてはいろいろ問題もありましたが、

無事決まり今年の４月からスタートしたわけで

す。 

お配りした資料にもある通り、慶應大学の鈴木

研究室は民俗学調査に実績がありますので、事業

を委託することになりました。ただ、最初に白状

してしまいますと、この成田調査はいままで鈴木

研究室が行ってきたいわゆる農村調査とは質が

まったく異なります。民俗調査としては非常にレ
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ベルが高くて、ただ古老の話を聞きとるというような単純な作業ではすまない面があり

ます。ここにいらっしゃる方々は、ご承知と思いますが、まず複雑な人間関係があげら

れます。そのほか、女人講などのがっちり根を張った社会組織、町ごとに違う文化。初

めて来た学生が、花崎町と田町では全く文化が違うんですけど、と戸惑っていましたが、

狭い門前町にまるで７つの別の国があるような感じです。また、老舗の大店や旅館、中

食などの飲食店、お札や石屋やお供物やなどのお寺の出入り商、職人、お坊さんなど多

くの職種がある上、急速な社会変化、また高学歴の住人など、どれも農村調査では経験

のないことです。こうした多様性のある複雑な社会で調査をするためには、高度なコミ

ュニケーション能力や広い知識、体力も必要です。はじめは学生を動員して調査をする

予定でしたがなかなか難しく、今は博士課程かその修了者クラスで対応しております。

しかし、それでも難しいというのが実情です。資料を集めて話を聞くだけなのに、何で

そんなに大変なのかと思われるかもしれません。そこが、今回の研究事業が、従来の民

俗調査と大きく違う点なのです。 

 

 

３．記憶を辿る 

成田にはすでに立派な『成田市史』、つまり市役所の市史編纂室による成田市の歴史につ

いての本があり、門前町の歴史や文化もすでに民俗学者によって調査されています。こ

の事業の窓口になった市立図書館は、この『成田市史』を編纂に長い間かかわってきま

したから、最初に言われたのは、「なんでもう一度同じようなものを作るのか」というこ

とでした。確かに一見同じようなものですが、従来の調査と今回の調査の大きな違いは、

お配りした資料にある通り「記憶の重視」「間口を広げる」「社会変化」という点にある

かと思います。 

まず「記憶」ということについてですが、『市史』がいわば公式の歴史と文化の記述であ

るならば、今回の事業は人々の記憶の集積から門前町を描くということになると思いま

す。「語るべき記憶があり、それを語り合う人がいてはじめて、過去は現在とつながっ

た生きた記憶になる(*)」と言われます。もしそれがなければ建築物は、たとえば県の文

化財であるとか、単なる文化的価値だけで、ひとびとの関心は薄れていってしまいます。

たとえば、愛知県犬山市に明治村というところがあります。この近くにも房総の村があ

りますが、そこに展示されているものは正確な当時の再現なのでしょう。しかしモノだ

けが浮いていて、それにまつわる背景とは切り離されています。誰のものでもない「事

実」だけが整然と並んでいるわけです。そこに住んでいた人々の息吹はまるで感じられ

ません。過去に編纂された「市史」はまさにこれにあたると思います。成田に限らず自

治体の市史はどこでもそうです。明治のことか大正のことか定かではない、本町のことか

田町のことかわからない、さらには門前町か在かよくわからないことが、成田の文化とし

て整然と並べられています。資料的な価値はもちろんありこれも大切な仕事ですが、そ

こで生きている人にとってはどこか他人事のような感じでしょう。作ったら安心して図

書館に入れて、あまり読まれないというような、何か血の通っていない記録になってい

るのです。 

たとえば、若松さんに西洋館がありました。この写真は残っていますし、誰がいつ建

てたのか、内部の構造はどうだったのか、調べればわかります。しかし、本町の子供が
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ここに入れてもらってはじめて洋式便器を見たこと、戦後のモノのない時代に西洋館の

ピアノを弾いて、近所の娘たちが宝塚の真似をしていたことなどは、資料からまったく

知ることはできません。それはほんの数人の体験にしかすぎないかもしれません。しか

し、そのような記憶が、若松の西洋館と門前町の人間を結びつけて、後の世の人が読んだ

ときに、「ああ、そのようなものが門前町にあったのか」と想像することができます。 

つまり出来事や物事、儀礼などに偏った、客観的で公平な記録というよりは、日常的な

ことを重視して、そこに暮らす人の何でもない日常を拾いあげていきます。そして身体的、

概念的な事柄にも関心を持つということです。人々の心象風景、音、喜びとか恐怖とか、

幸福感とか、そのようなことにも注目していきたいと思っています。門前の旅館では、み

な共通の赤い鼻緒の下駄をお客さんに履いてもらったそうですね。お寺では下足番ができ

ないので、そのほうが便利だったのだそうです。お正月になると、赤い鼻緒で参道が埋ま

り、仲町の煉瓦造りの道や、堂庭の石畳を歩くたくさんの下駄の音が響いていたと聞きま

した。門前町の正月とはどのようなものか、ただ行事を時系列で追うのではなく、このよ

うな記述を加えていけば、その光景が目の前に広がってきます。このような記憶を、市史

で扱ってきたような、誰のものでもない「事実」と結び付けていこうというのが、今回の

事業の新しい点の１つではないかと思います。お話をうかがいに行くと、たいていみなさ

ん、最初の一言は「私よりもっと良く知っている人はたくさんいますから」とか「踊り花

見のことだったら、誰々さんが歌の内容まで全部知っていますから」とか、「町のことに一 

番詳しいのは霊光館の小倉先生ですから、先生にお聞きになったらいかがですか」という

ことが多いのですが、私たちは知識量の多さをもとめているのではなく、普通の町の人の、

日常の思い出話や仕事の話などをお聞きしたいのです。ですから調査の者がうかがったと

きは、気軽に何でもお話しいただければと思います。 

 

 

４．間口を広げる－中心からほとりまで 

さて、今回の調査のもう一つの特徴は、調査対象を広げるということです。門前町に関

わりをもつ人は実に多様です。商家や旅館も経営者一族だけで成り立っているわけではあ

りません。旅館でいえば、中居さん、番頭さん、板前さん、洗い場の人、そのほかに風呂

焚きや下足番、子守。また直接旅館の仕事をしていなくても、野菜や魚の行商人、芸者さ

ん、昔風に言えばあんまさん、下水の普及していなかったころには、肥を買いに来ていた

人などなど、多くの人がかかわっていました。商家では、この前米屋さんの従業員だった

方にお話をうかがいましたが、職人やお得意さんを回る営業の方がいます。また、お客さ

んも門前町を構成するもうひとつの重要な要因です。講社の講元や先達、節分の年男、月

参りのおなじみさんなど、いったいどこからどのような人たちが成田へ来ていたのか、参

詣客から見た門前町はどうだったのか、講中の旅行はどのようなものだったのかなども調

査対象にしています。また、お寺を支えている職人、鳶、庭師、お祭りのお神輿を担ぎに

来る人々、易者や堂庭のご商売の方々など、門前町ならではのさまざまな職種や来訪者な

ど、多様な視点を取り入れていく予定です。もちろんすべてを網羅することは不可能です

し、探し出せない方々も多いとは思いますが、ご縁のあった方にはなるべく多くお会いし

て、仕事のことや門前町の記憶を聞き出したいと思っております。 

たとえば、この前米屋さんのすでにリタイヤした従業員の方々にいろいろお話をうかが
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ったのですが、昔のお正月のお話しなども興味深いものでした。本店では従業員が総出で

販売にあたり、職人は夜中に羊羹を作って、朝からは店に並べるという毎日だったそうで

す。職人は寮生活をしていた人もいたようですが、もう寝るところもない、地下も羊羹で

いっぱい、住まいも羊羹でいっぱい、床の間が羊羹で沈むほどだったそうです。本当に沈

んだのでしょうか。しかし、そのように見えるほどの活気だったのでしょう。旅館のお正

月についても、今では考えられないようなずいぶん壮絶な話を聞きました。このようなお

話をうかがっていると、お正月や節分のころの門前町全体がまるで沸騰するような活気が

見えるような気がします。 

今、昔のお正月の話をちょっといたしましたが、米屋の職人さんも、今から見ると昔の

門前町の正月や節分は非常に活気があった、それに比べれば、今は全体的に観光客の数は

多くなったが、なんか「さびれたな」という感じがぬぐえないということをおっしゃって

いました。今は大みそかの夜に閉店する店も多いそうですが、以前は一晩中人の流れが途

絶えなかったとか、節分の年男も、もっともっとたくさんいて、蓮台に乗って参道を練り

歩き、いろいろばらまいていたとか、確かに今よりもっと泥臭い活気があったのではない

かという気がいたします。祇園祭も観光客であふれていますが、先鋒や連絡が疾走するこ

とも難しくなっているようですし、山車も順番待ちの時間の方が長くて、引き回しもまま

ならないとか、お客さんが多い割には、昔の門前町の活気といいますか、門前町らしさが

薄れてきている、そのような感想は、参道の方から何度か聞いているので、羊羹の職人さ

んが同じように思っていたことはとても面白いと思いました。 

 

 

５．変化をとらえる 

この事業の３番目の特徴は、社会変化と町の変化の関連をとらえて考察するという点に

あります。この話の最初に、私が観光協会の副会長を訪ねたとき「今残さないと、昔の豊

かだったころの門前町の記憶は永遠になくなってしまいますよ」と言われたことをお話し

いたしました。この「豊かだったころ」というのは、もちろん２つの意味があります。ひ

とつはまさに経済的に豊かだったということでしょう。地域によっても職種によっても違

いますし、今の方が断然いいという方もいらっしゃると思います。しかし、門前町の経済

を牽引していたであろう参道の旅館や商店は、鉄道の開通ですでに昭和の初めころには低

落傾向にあったとはいえ、かなり豊かだったようです。旦那衆と呼ばれる人たちは、能を

習ったり、町の政治にかかわったり、野球や消防団など、さまざまな趣味や役割をこなし、

それが門前の文化や社会を作ってきました。しかし、今、息子たちは家を継ぐより市役所

に勤めたいということになるのだそうです。経済だけではなく、町へのかかわりかた、愛

着の度合いが昔ほどではなくなってきているということでしょうか。いつから、なぜ、ど

のように、町は「普通の観光地」になってしまったのかという話は、この事業を立ち上げ

るときに何度か話題になりました。 

こうした町の変化をとらえようというのが、この事業のもうひとつの目的でもあります。

鉄道、戦争、空港のほかにも、講中の衰退、農業の機械化、大型ショッピングセンター

の進出、成田高校の地元密着度の低下、大本堂の完成、日本各地での大きな事故をきっ

かけにした警察の介入、バブルの崩壊、さまざまな要因が絡んで、経済だけではなく文

化も急速に変わってきています。 
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これは本町のある旦那さんのお話しですが、郊外にショッピングセンターができて飲

食店や旅館に出入りしていた商店が、だんだんなくなってきたのだそうです。以前は出

入りの魚屋があって、１１月のえびす講の日をちゃんと覚えていて、講のある日は何も言

わなくても、魚や貝のむき身を持って来てくれたのだそうです。その日には魚屋がえび

す様へのお供えを届けてくれていたのですね。しかし、魚屋がなくなってから、えびす

講はあっという間に廃れてしまったといいます。それは、町の外のショッピングセンタ

ーまで、わざわざお供えを買いに行くのは面倒ということではなく、やはりお供えの魚

は、講の日に魚屋が旦那に特別に届けてくれる、それなりの恭しさと形があって、それ

も含めてのえびす講だったということなのだと思います。このようなことは細かいこと

ですが、社会の変化や文化のありかたは、細部に目を向けるのも大切です。今回の事業

では、社会の変遷と経済、文化の移り変わりを詳細にとらえていきたいと思います。町

が整備されてきれいになっても、そこに住む人々が町に強い愛着を持って、「門前町」と

いう文化を継承していかなくては、「普通の観光地」になってしまいます。この事業が、

何か町を見直すきっかけになれば、これに越したことはありません。 

 

 

さて、いろいろお話ししてまいりましたが、まだまだ絵に描いた餅の状態です。途中で

ちょっとお話しいたしましたが、この調査は単に民俗学の項目的調査しか経験していな

い人にはなかなかハードルが高いと思います。調査者がうかがいましたときには、今日

お話ししたような方向性をご理解いただき、複雑な門前町で奮闘している彼らにどうぞ

暖かい目を向けてやってください。また、こんなことを調べたらいいのではないか、こ

んな人がいる、こんな資料がある、こんな会合をやっているなど、何でも結構ですので、

情報の提供とアドバイスをいただけましたら大変助かります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

 

ご清聴ありがとうございました。 
 
 

（*）落合一泰「叫びと煙突－記憶のエスノポリティクスにむけて」p.39、 

『ヘルメス』27 号、岩波書店、1990。 
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