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P１

江戸川まいにんぐ
「新小岩厄除香取神社」

P４

そのメロディに魅せられて♪
「アップタウン・ファンク」

マーク・ロンソン Ｇ１マ09661 篠崎ほか所蔵

P４

スタッフのセレクション！
「化物蠟燭」

元気をもらえる曲ってありますよね。今回私が紹

の音楽賞を受賞した人気歌手ブルーノ・マーズ。

介するのは、聴けば心も体もノリノリになるディスコ

彼のハスキーな歌声が、躍動感のあるリズムと

ミュージック「アップタウン・ファンク」です。この曲

キャッチーなメロディにとても合っています。私は

は第58回グラミー賞最優秀レコード賞（2016年）を

この曲を通勤中によく聴きます。揺れる電車も、階

受賞しています。車のテレビＣＭで使われたこと

段の上り下りも、この曲と一緒なら楽しいディスコ

があるので、どこかで聞いたことある！と思う人も

に早変わりします。

江戸川区内のイベントやスポットについて、
スタッフが調査して身近な情報をお届けする、
地域密着型のコーナーです。

都営バス「江戸川高校前」から北へ新小岩方面に少し
進むと、右手に木立に囲まれた大きな鳥居がみえます。
新小岩厄除香取神社（間々井香取神社）です。
創建年月は明らかではありませんが、この土地が「道
ケ島」と呼ばれていた小高い島であった頃、下総国の香
ふつのぬしのみこと
取神社から經津主命を分霊して奉祀し、神社を創立し
たといわれています。当時は国府台の真間の入江から
武蔵野国へ向かう舟が、この神社の森を目印にして航
行したので、間々井の宮と呼ばれていました。
享保4年（1719年）、八代将軍吉宗が西小松川村に鷹

アップタウン・ファンク（『アップタウン・スペシャル』収録）

多いのではないでしょうか。歌っているのは数々

スタッフのセレクション!

篠崎図書館・スタッフが選んだ
おすすめ本を紹介します。

化物蠟燭
木内 昇著 朝日新聞出版 Fキ 篠崎ほか所蔵

狩りに来られた際、香取神社が食事をする場所に選ば
れました。その時神主の亀井和泉守永範が餅のすまし
汁に冬菜を入れて差し上げたところ大変喜ばれ、この菜
に名前がなかったことから、この土地にちなんで小松菜
と命名されたと伝えられています。

現在の本殿は天保3年（1832年）に完成された名
建築物です。社殿東側に神楽殿があり、神事や例祭
日には古来の神楽や里神楽などが奉納されます。運
が良ければ、社殿奥のお庭にいる神鹿に会えるかも
しれません。神社の方によると、名前を「チビタ」君とい
うそうです。
皆様もこの霊験あらたかな神社をお参りしてみては
いかがでしょうか。春には桜の花がとてもきれいです。

古来の神楽や里神楽
などが奉納される
神楽殿。

参考資料

『江戸川区の史跡と名所』
江戸川区教育委員会事務局生涯学習課文化財係編
江戸川区教育委員会 K1-29 篠崎ほか所蔵

『江戸川区史跡散歩』
内田 定夫著 学生社 K1-29 篠崎ほか所蔵

社殿奥のお庭にいる
神鹿のチビタ君。

『小松菜の里』
亀井 千歩子著 彩流社 K1-38 篠崎ほか所蔵
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普段ホラーや怪談はほとんど読みません。
怖い話は苦手なのです。そんな私がなぜこ
の本を手に取ったのか自分でも不思議でし
たが、滝平二郎の表紙絵に魅かれたからだ
と気づきました。「あの『モチモチの木』の人
の絵だ、きっと素敵な本に違いない」と思っ
たのでした。私の勘は当たっていました。
本書は幽霊の類が出てくる７篇からなる短
編集です。変な言い方ですが、ちゃんと幽
霊が出てくる話なのに怖くありません。
幽霊たちと出会うのは江戸の町に暮らす
市井の人々です。長年連れ添った女房を亡
くしたばかりの男や、目の悪い母のために薬
種屋へ通う男、重要な役目を任されている
豆腐屋の女職人や、当代一の影絵師と噂さ

れる職人など老若男女様々です。皆はじめ
は出会った人物がこの世ならぬ者だと気付
きません。日々の暮らしの中で出会い、交流
し、やがて別れ、彼らのいない日常に戻って
いきます。
彼らはどうして現れたのか、何を伝えた
かったのか、私も登場人物と一緒になって考
えました。そして、この世のものではない彼ら
の、人を思う気持ちとその思いの強さがいじ
らしく、心が少しきゅっとなりました。それから、
私自身の今はもういない懐かしい彼らは今
頃どうしているのだろう、と思いを馳せるので
した。本当に目の前に現れたらやっぱり怖い
けどね、などと思いながら。

編集後記
現在、新型コロナウィルス感染拡大防止対策で、サービスの一部休止やイ
ベントの中止など、利用者の皆様にはご不便をおかけしております。一日も
早く事態が収束し、平穏な生活に戻れるよう祈りつつ、できる限り皆様に
資料をお届けできるよう努力してまいります。
2020年4月1日 編集部一同
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歩 く
ハトはなぜ首を
振って歩くのか

世界のさんぽ道
ＷＡＮＤＥＲＬＵＳＴ編
光文社
748セ
篠崎ほか所蔵

眼下に真っ青な海が広がるサント
リー ニ島 の階 段 、踏 み 出し た ら
シャリッと音がしそうな雪舞う
ニューヨークの小路。80か所以上
の魅力的な道の写真をひとつず
つゆっくりと眺めていると、この道
を歩いて行ったらどうなるかな
……と楽しい空想が広がります。

現代語訳東海
道中膝栗毛
（上・下）

ロングトレイルを
歩く
加藤 則芳著
ＰＨＰ研究所
786カ
篠崎所蔵

十返舎 一九作
伊馬 春部訳
岩波書店
B913シ1-2
篠崎ほか所蔵

誰もが一度は耳にしたことがある
江戸時代最大のベストセラー。弥
次郎兵衛（弥次さん）と北八（北さ
ん）が諸国の名所景勝見物のため
に東海道を辿る旅に出る。二人の
掛け合いが漫才のような珍道中。
現代語訳で読みやすくなっている
名作に挑戦してみませんか。

※こちらで紹介した資料は今号配布期間中「ぷらっつ☆篠崎コーナー」に展示しています。

庶民の旅

並列歩行

抜け参り薬草旅

（『短劇』所収）

藤田 祐樹著
岩波書店
488フ
篠崎ほか所蔵

ピョコピョコと首を振りながら歩く
ハト。私たちには無駄にも思える、
あの不思議な動き。とんでもな
い！ 実はあらゆる点で合理的
だったのです。鳥の歩行を研究
する著者が、彼らの目や骨格の
はたらき、歩幅や餌の獲り方など
を検証し、とことん謎に迫ります。

今月のテーマは「歩く」です。暖かくなり、足取りも軽く
なりそうな春。本の森を散歩しませんか。

ロングトレイルとは、「歩く旅」を楽
しむために造られた道のことで、
その地域の自然や歴史、文化、
人々に触れることができます。自
然を愛する著者が、ＡＬＳに侵され
ながらもこのトレイルの魅力と自ら
の生き方を伝えようと執筆。本書
の出版を待たずして逝ってしまっ
た著者の想いとは……。
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宮本 常一編著
八坂書房
384ミ
篠崎ほか所蔵

鉄道や車が発達する以前、庶民
の多くは歩いて旅をしていました。
現在も各地に残る踊りや笑話を全
国に分布させるなど、実はその足
で日本の文化に大きく貢献した彼
ら。網羅的な解説と豊富な資料か
ら、中世や江戸時代の旅人たちを
ぐっと近くに感じられる一冊です。

森を歩く
(『きみはポラリス』所収)

三浦 しをん著
新潮文庫
ＢＦミ
篠崎ほか所蔵

定職にもつかず放浪癖のある恋
人と暮らす主人公。ある日、恋人
の正体を探ろうと尾行を始めると、
ひたすら森を歩くことになり……。
人を好きでいる幸せをシンプルに
感じられる一篇。主人公が見つけ
た揺るぎない想いに、心があたた
かくなりました。

坂木 司著
光文社
BFサ
篠崎所蔵

帰宅途中の電車が事故に遭い、
家まで歩くことにした俺。すると向
かい側の歩道に自分と同じような
格好をした男が歩いている。2時
間ほどの距離を一緒に歩くうちに、
いつしかライバル意識をもつよう
になるのだが、その結末は？ 坂
木司版「世にも奇妙な物語」の一
篇。

東京いきもの
散歩
川上 洋一著
早川書房
482カ
篠崎ほか所蔵

カラフルなトンボが飛ぶ水辺、タヌ
キが歩く道、170種が生息する野
鳥のサンクチュアリ。そんな場所
が東京にあることをご存知でしょう
か。自然と共生してきた街の歴史
とともに、生き物たちとであえる散
歩コースを紹介しています。今度
のお休みに歩いてみませんか。
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出久根 達郎著
河出書房新社
Ｆテ
篠崎ほか所蔵

瀬戸物問屋の小僧・洋吉は抜け
（お伊勢）参りの途中で、薬草採り
の庄兵衛に危機を救われ一緒に
旅をすることに。それは薬をめぐる
ドタバタ道中の始まりだった。洋吉
の運命は如何に。薬の知識を活
かして事件を解決する庄兵衛が
格好良い。

二歩前を歩く
石持 浅海著
光文社
ＢＦイ
篠崎所蔵

家のスリッパが勝手に歩く。外を
歩いているとなぜか人に避けられ
る。同僚たちの身におこった不可
思議な出来事に理系研究員、小
泉が挑みます。本作は超常現象
を否定していません。たどり着く真
相はぞっとする恐さですが、謎解
きへの道筋は納得の面白さです。

