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　友の会は、「婦人之友」の愛読者
の集まりです。 
　この雑誌は１９０３年に羽仁もと子
によって創刊されました。以後１００
年以上読みつがれています。 
　全国各地に１８７友の会があり、会
員数約２２,０００人です。そのうちの１
つが西宮友の会です。２０才代～９０
才代まで３２５人の会員がいます。 
　羽仁もと子の思いは「人を愛し、
この世の中を愛する」です。私達は
この思いに共感し「家庭は簡素に社
会は豊富に」をモットーに、衣・食・
住・家計、子どものことを勉強して
います。「人のものまで　食べない

　持たない　使わない」を合言葉に、
食料、資源、環境など広く社会との
関わりの中で家庭生活のことを考え
勉強しています。 
　特に子どものことには力を注いで
います。 
　今年度、文部科学省と民間が「早
ね早起き朝ごはん」全国協議会を設
立しました。友の会もこの会の一員
として様々な活動をしています。 
　次代を担う子ども達が、心身共に
健やかに育ってほしい。そのために
も、家庭は規律正しく温かく、そし
て他人のために喜んで働く人になっ
てほしいと願っています。 

この他、幼稚園・小中学校への出前講習の依頼にもこたえています。 

６月 6おきる・ねる・あそぶ（幼児の食の講習会） 
 6幼児生活団説明会 
７月・８月 6公民館や小学校学童保育の依頼を受けて サマースクール・芋版講習会 
 6西宮友の家での 
 　おとまり勉強・木工の会 
９月 6幼児生活団説明会 
１１月 6若い家庭のための家事と 
 　家計の講習会 
１２月 6こどものクリスマス 

幼児生活団では４才～６
才の幼児の生活講習や、
動物植物を育てること、
美術、音楽を通して、子
供たちの心が育つことを
願っています。 

幼児生活用 幼児生活団 

←ブラウスのたたみ方を 
　教えてもらいました 

西宮友の会総リーダー 

武田　順子 

☆乳幼児を持つ母の集まり 
西宮友の会では、一年を通して、乳幼児を持つ
母の集まりをひらいています。一ヶ月に一度、
幼い子どもを持つお母さんたちが、ありのまま
の生活を出し合い、少しずつよくなることを願っ
て、みんなで励みあっています。 
会員でない方もいつからでも参加できます。 

木工の会 

西宮友の家 



　若いお母さんたち、子育ては楽し
いですか？大変ですか？こんなはず
じゃないのにうまくいかないなぁと
思うことはありませんか？また、自
分だけ子育てが下手なのかと思った
り、我が家の子どもだけ悪い子に思
えたりしていませんか？ 
　子どもはきのうと同じことをして
も満足とはいかないみたいで、違う
ことをどんどんみつけていきます。
きっとそれがお母さんにとったら、
予想の範囲を超えてしまい、こんな
はずじゃなかった、きのうはうまく
いったのに今日はダメ・・となるの
ではないでしょうか。子どもには本
来「やってみよう」「伸びよう、伸
びよう」とする生きる力が備わって
います。時としてそれが子どもって
すごいなぁと見つけられるときと、
そんなことまでしなくていいのにと
厄介なものに思えたりします。その
感じ方の違いは、お母さんの気持ち
にゆとりがあるかないかからきてい
るのではないでしょうか。 

　気持ちのゆとりは、小さなことの
積み重ねから生まれます。ご近所の
人に声をかけられフッとあたたかい
気持ちになった、お父さんが今日は
早く帰ってくるからお風呂は入れて
くれるかな、夜ごはんの用意が大体
できているからいつもより外で遊べ
る……など、 
　そんな小さなことで、気持ちが軽く
明るくなり、ゆとりとなります。 
　また子どもの発達段階を知ってお
くのもひとつのゆとりではないでしょ
うか。自分でする・自分ですると何
でも自分でしたがるとき、どうして・
どうしてと何でもたずねるとき、あ
れイヤ・これイヤとお母さんのいう
ことをきかないとき……子どもはそ
うやって成長していくのです。きの
うまでうまくいっていたのに急にわ
がままを言っているように思えても、
それは成長して次の段階に進んだ証
拠です。 
　うまくいかないことを探すばかり
でなく、きのうと違う子どもの様子
から成長のあとをみつけられたら、
子育てが楽しいものになるのではな
いでしょうか。 

　子どもの発達段階とともに、「早
寝早起き良い食事」が子どもにはと
ても大切です。 
　私たちの体に備わった生体リズム
は、太陽が昇ると活動しやすい体に
なり、太陽が沈むと心も体も静かに
休み、その間に成長ホルモンがたく
さん出るリズムです。ところが夜遅
くまで起きて、テレビなどを見てい
ると、遅寝遅起きの生活になってし
まい、起きても何かスッキリしない
元気のない体になってしまいます。
子どもは睡眠の間に体を休め、心を
安定させているそうですから、早寝
早起きをして質の良い睡眠を取らせ
てあげたいと思います。 
　また、良い食生活は子どもの健康
と良い習慣のもととなります。食事
時間を決めて、バランス良くいただ
けるように、決して子どもの好きな
ものばかり並べて、『ばっか食べ』
にならないようにしましょう。 

　長い休みは自分力を磨くチャンスです。何か目標を決
めて、一味ちがう夏にしてみませんか。まずは自分のこ
とは自分でできる、そのことが人のために何かできる自
信につながります。やってみたことを記録して、休み明
けに学校で友だちに発表してみるのもいいですね。そう、
自由研究のテーマは、ふだんの生活のなかにたくさんあ
ります。 
 

○早起きクッキング 
　一週間、家族の朝ごはんを作ってみよう。メ
ニュー、使う材料、料理にかかった時間など書き出
してごらん。最初はごはんと目玉焼きから始めても
いいね。 
朝から緑の野菜が食べられるようになったら、元気
もモリモリ。材料の買い物からできたらカンペキ！ 

－今後の活動予定－ 
7市民企画講座「今が大切 子どもがのびる 基本の生活」 
　１０月２日（月）　生体リズム　　１０月１６日（月）　幼児の食事 
　１０月３０日（月）　料理実習 
　場所：上甲子園センター 時間：１０：００～１２：００ 
　参加費：無料（材料費 別） 託児：有 

7２００７年度 幼児生活団募集説明会（西宮友の家）　９月９日（土） 
7若い家庭のための家事家計講習会　１１月 
7家事家計講習会　１１月 
7友愛セール（西宮友の家）１２月 
7黒沼ユリ子 バイオリンコンサート（芦屋市ルナホール） 
　２００７年３月１０日（土）　 
上記についての詳細・友の会への問い合わせは下記へ 
西 宮 友 の 会 ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７９８－４６－３０２２　 
西宮幼児生活団 ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７９８－４６－９２３１　 
ホームページ：http://www10.ocn.ne.jp/̃ni-tomo/

自由研究のヒント 

　～自分のためにそして人のために～ 

子育ての視点 
－子どもには生きる力が 

そなわっているのです－ 

ゆとりはどこから？ 
－子育ては楽しいもの－ 

はやねはやおき 
そして良い食事 

西宮友の会会員 子ども部リーダー  苅田　美樹 
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はじめに 
　「文化財」とは、人びとの諸活動が生み出す所産のうち、文化的な価値を有するものの総称とされています。これらの
中には、地域の歴史や文化を体現する重要なものがあり、整備や保存を行いながら、次世代へと引き継いでいくべき大
切なものです。建造物や彫刻、絵画、古文書、考古資料、埋蔵文化財等、多くの種類があることが知られ、法令に基づ
いて「国指定」や「県指定」、「市町村指定」という、いわゆる「指定文化財」や、「登録文化財」となっている場合が
あります。 
　西宮市域にはこれらの指定文化財が合計１５５件あり、西宮市が定めた「西宮市文化財保護条例」に基づいて指定された
ものも、そのうち４９件を占めています。ここでは、指定文化財を中心に、いろいろな文化財を紹介します。 

埋蔵文化財　考古資料　史跡 

　地下に埋もれた文化財を「埋蔵文化財」とよび、西宮
市内では「周知の埋蔵文化財包蔵地」が１０１箇所知られ
ています。これらの遺跡で建物を建設しようとする場合
には必ずその内容を届け出て、確認調査をしなければな
りません。調査で出土したり、出土後美術品として伝世
されてきたものが考古資料で、古墳などの遺跡は史跡に
含まれます。市域には「関西学院構内古墳【写真①】」や「青
石古墳」のように典型的な横穴式石室をもった古墳が４
基（市指定）あるほか、同じ史跡として、幕末に築かれた「西
宮砲台【写真②】」（国指定）や江戸時代の水利灌漑の工夫を
伝える「上ヶ原用水路」（市指定）など、地域的な特色が
顕著で興味深いものも知られています。 

社寺に残る文化財 

　文化財としてもっともよく親しまれているのは、やは
り堂塔や築地塀などの建造物や仏像などの彫刻、絵巻物
などの絵画で、これらの多くは社寺に所在します。建造
物では、西宮市最古の建物である「公智神社神輿殿【写真③】」
（市指定）、勇壮な桃山期の雰囲気を残す「西宮神社表大門」
（国指定）が知られ、日本三練塀といわれる「西宮神社大
練塀」（国指定）も重厚なものです。また、浄橋寺や鷲林
寺に点在する石造五輪塔（市指定）や層塔（市指定）も建
造物に含まれます。 
　神呪寺には、空海とかかわる伝承をもつ本尊の「木造
如意輪観音坐像」をはじめ平安から鎌倉時代初期の仏像
４体（国指定）があり、鎌倉時代後半の典型的な様式で
ある安阿弥様の阿弥陀仏（国指定）を本尊とする山口町
明徳寺や津門西口町昌林寺、丈六の阿弥陀三尊像（国指定）
で知られる生瀬町浄橋寺、室町時代の大日如来像がある
西広寺とともによく知られています。同じく信仰の対象
となる文化財に、禅宗の絵画である「頂相」があります。
茂松寺「虎関師錬画像」（市指定）と海清寺「無因宗因画像」
（市指定）がそれで、高僧の姿がそこに描かれているも
のです。 

古文書が語ること 

　市域には、おもに近世以降の文書が、かつての庄屋の
お宅や社寺に残されています。内容は様々ですが、おも

に領主との行政的なやり取り、庄屋の農業経営の各種記録、
新田開発や灌漑に関する記録、各地域で起こるいろいろ
な出来事の記録など多岐にわたり、江戸時代から明治時
代にかけての多くの情報が含まれています。なかでも、
「岡本家文書【写真④】」（市指定）には、尼崎藩のもとで
摂津国武庫郡を管轄して大庄屋として活躍した家の、江
戸時代から明治時代にかけてのおよそ２００年にわたる各
分野の記録が、大量の文書となって蓄積されています。
尼崎藩政の動向を記した「大庄屋日記」や岡本家の農業
経営の実態を記録した「萬覚帳」をはじめ、検地帳や宗
門改帳などは、数十年から１００年を超える連続した記録
が連綿と残されていることが重要で、先進地農村の実態
をその推移とともに物語る重要な資料です。 
　江戸時代の宿駅の実態を示す「浄橋寺文書」（市指定）、
藩札発行の実情がわかる「鳥飼家文書」（市指定）、庄屋
の仕事を示す「下大市文書」（市指定）にくわえ、西宮町
の様子等を記録した「桜戸雑話」（市指定）や紙郷名塩の
藩札抄造の様子を語る「名塩産藩札文書」（市指定）がユ
ニークなものです。 

天然記念物とは 

　我が国では、学術上価値の高い動植物を文化財として
とらえ「天然記念物」としています。市域では、大木や
社叢林、湿原が知られています。文化財ではユニークな
項目です。 
　一本の樹木では、樹齢およそ６００年の海清寺のクスノ
キ【写真⑤】（県指定）や山口町のカヤ（県指定）があげら
れます。樹木は巨木であることにくわえ、その樹種独自
の形態をよく備え樹勢盛んなものが対象となります。そ
の威容からか、寺の開山や大名にまつわる伝承を持つも
のや、また「広田神社のコバノミツバツツジ」（県指定）
のように開花時の華やかさが江戸時代よりひろく知られ
るなど、暮らしとのかかわりが自然に生まれてきたもの
もあります。 
　都市化の進んだ西宮にあっては、神社の森「社叢林」
は貴重です。兵庫県指定のものが３件、西宮市指定のも
のが１件知られ、それぞれに地域で清々しい緑陰を提供
しています。では、社叢は何を物語るのでしょう。人為
的な開発が広域に及ぶはるか以前、西宮の各地域は、そ 

西川　卓志 西宮市立郷土資料館長 西川　卓志 
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阪 神 間 の 施 設 情 報  
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今年は夏休み期間中に行われる行事を各施設への原則距離別に分類しました。 

①関西学院構内古墳（市指定） ②西宮砲台（国指定） ③公智神社神輿殿（市指定） ④岡本家文書（市指定） ⑤海清寺のクスノキ（県指定） 
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国際絵本原画展より 
三浦太郎「東京」 

 

神 戸 ・ 大 阪 の 施 設 情 報  
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神戸・大阪以遠の施設情報  
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編 集 後 記 
　西宮市内の家庭教育（生涯教育も含む）に取り組まれてい
る諸々の団体を今後ご紹介していこうと思っています。ま
た郷土資料館の西川館長に文化財の「そもそも論」からの
体系的解説を依頼しました。内容的には少々難しいですが
今後、活用の機会があると思っています。 
　夏休み期間中の各施設の行事を紹介しています。各行事
の前に（○△★）等の印をつけていますが、「○」は乳幼
児（同伴の保護者を含む）向け、「△」は小学生以上向け、
「★」は年齢不問などの類型をしていますのでご参考に… 

（Ｍ生） 


