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ɹͦΜͳ ͱ͔͜Βɺ͜ ΕΛ࠶ੜ͠Α͏ ͱ
ͷ׆ಈ͕ελʔτ͠ ɺͦͷ�ճͱ͠ ͯ
�݄ ��ɺઆ໌ձͱֶݟձΛ։͠࠵·
ͨ͠ɻओऀ࠵ଆ͔ΒɺླچՈͷྺ
త࠶ੜͷҙٛͳͲʹ͍ͭͯͷ
આ໌ͷޙɺٷಓͷୡਓ͕ࣜݹʹͷͬ
ͱΓɺࣄͷ҆શΛͯ͠ئف Λࣹͯٷ
͘Ε·ͨ͠ɻॳΊͯݟΔਓଟ͘Έͳ
୰ͯ͠ڻ ͍·͠ ͨɻ
ɹདྷͨ͠ਓͨͪɺಉʹ
ΕͷֶݟΛ͠·͠ ͨɻইΈͷܹ͠͞
ΛͷͨΓʹͯ͠ ɺम෮ͷඞཁੑΛ
ͯ͠ײ࣮ Εͨ͘Α͏ Ͱ ɻ͢

古い瓦を使えるものと使えないものに選別していきます。 傷んだ瓦を取り外しながら、下地材を修復します。

修復前の的場。瓦と壁が朽ちています。 弓道場の射場で説明会を開催。向うに的場が見えます。

参加者全員で「よし、やるぞー！」 まずは足場の設営から取り掛かります。

ɾୈ�ճɹత࠶ੜϓϩδΣΫτ
� �݄ʢʣ�͔Β��
༰ɿۀ࡞༻Έཱ ɾͯอଘ
Մ൱ͷબผ༺ͷנݹ
Ճऀɿ��ਓ

ɹ�ճͷઆ໌ձʹଓ͍࣮࣭ͯతͳ࡞
Γɺͨ͘͞·͕ۀ ΜͷՃऀʹྗڠ
͍͖ͨͩ·͠ ͨɻ
ɹఱީෆॱͷதͰ͕ͨ͠ɺઐՈͷ
ಋͷԼɺతͷཪʹ์ஔͯ͠ࢦ ͋ͬͨ
נՄ൱Λϓϩ͕બผ͠ɺ༺ͷנݹ
ΛؚΊͯཧ ·͠͠ ͨɻతͷपล
ʹΛઃஔ͠ɺ͑ࢧபͰԾͷิڧΛ

͠ɺपลΛย͚ͯճͷۀ࡞ʹඋ
͑·͠ ͨɻ
ɾୈ�ճɹత࠶ੜϓϩδΣΫτ
�݄�ʢʣ�͔Β��
༰ɿইΜͩנͷऔΓ֎͠ɺ৯
ͷܹ͠ Լ͍ࡐͷम෮
Ճऀɿ��ਓ

ɹϓϩʹΑΔͷۀ࡞ʹΑͬ ͯɺই
ΜͩנΛ֎͠ɺ৯ͷܹ͠ Լ͍෦
Λम෮͠·͠ ͨɻϓϩҎ֎ͷਓͨͪ
ͷड͚͠ӡൖɺࡐɺ෦͍ैʹࣔࢦ
ͷͳͲɺͦͷଞେҎנ ʂ্ͷ
༂Λ͠׆ ·͠ ͨɻ

地域・コミュニティ活動助成

NPO法人旧鈴木家跡地活用保存会　静岡県浜松市
庄屋屋敷の再生による多様な人の交流拠点化

団体設立経緯

ɹ����ɺ͔ऀݖΒদࢢʹɺࣨ
ொ͔Βଓ͘ླچՈͷঙෑ
ʢ�ສ����N�ɺ����௶ʣ͕ ͞د
Ε·͠ ͨɻࢢͰ�����݄Λظ
ͯ͠ ެԂԽΛਐΊ͖ͯ·͠ ͕ͨɺ����
ΊʹෑʹΔ໌ظͷݐ
ʢɺΕɺٷಓࣹɺٷಓ
తɺଂɺೲɺྶࣾʣఫ
ͷํͱͳΓͭͭڈ Γ͋·͠ ͨɻ
ɹ͜ΕΛػʹɺͦΕ·Ͱࢢͱڞʹෑ
ͷਗ਼ɺथͷႩఆͳͲʹैࣄ
ͯ͠ ͍ͨॅݩຽΒͰݐอଘͱͦ ͷ
h͚ͯʹ༺׆ /10๏ਓླچՈ
׆༻อଘձʱΛ্ཱͪ͛·͠ ͨɻ

活動概要と活動対象範囲
ɹ����Ҏ߱ɺҬॅຽΒͰෑ
ͷמΓɺथͷႩఆΛຖճ࣮
͠·͖ͯ͠ࢪ ͨɻ����ɺࢢΑΓෑ
ΛआΓड͚ɺॅຽΒͰάϥϯυΰϧ

ϑͷɺٷಓͷࣹΛܜٳ
ઃͱ͠ࢪ ͯվम͠·͠ ͨɻ����ʹ
άϥϯυΰϧϑར༻ऀɺؒͷ
����ਓʹͳΓ·͠ ͨɻ
ɹ/10๏ਓͰ͜ΕΒͷ׆ಈΛܧঝ
ͭͭ͠ɺʮ͜ͷླچՈෑʹΔ໌
ஙͷຊՈΛվम͠ɺҬݐظ
ͷަྲྀڌͱ͠ ʯͱɺ͍ͦͨ͠༺׆ͯ
ͷվमͱ׆͚ͯʹ༺׆ಈ͍ͯ͠·
ɻ͢Ҭͷதֶ۠ߍͷΤϦΞ����
ಈର׆શମ͕ࢢΛத৺ʹɺদށ
ൣғͰ ɻ͢

活動に至った理由や背景
ɹݐٺԽͱ༧্ͷཧ༝͔Βɺ
ఫڈͷํͱͳΓͭͭ͋Γ·͠ ͨɻ͠
͔͠ɺʮ͋ײΔ౷తຊՈΛଟ
ੈͷަྲྀڌͱ͠ ɺҬ՝ͷղ
ܾΛਤΓ͍ͨʯͱ͍͏ɺ/10ͷઃཱझ
ΕɺҬͰվमɺཧྀ͢͞ߟࢫ
Δ͜ͱΛ݅ʹɺ໘औΓյ͠Λ໔Ε
͍ͯ· ɻ͢

ɹͷվमʹઍສԁ͕ඞཁͰ
͕͢ɺٷಓͷతͳΒنখ
͍͞ͷͰɺࢢຽՃͰ࠶ੜΛ࣮ࢪͰ
͖ͦ Ͱ͏ ɻͦ͢ΕΛ௨ͯ͡࠶ੜͷ
झࢫΛଟ ͷ͘ਓʹ͑ɺΕ
ͷվमۚࢿௐୡɺৗͷ׆ಈՃ
ͱ݁ͼ͚͍ͨͱɺత࠶ੜ׆ಈ
Λಇֻ͖ Δ͚ ͱ͜ͱͳΓ·͠ ͨɻ

活動内容と成果
弓道場的場の再生
ɾୈ�ճɹླچՈෑͷϛχݟ
ֶձͱݐ࠶ੜϓϩδΣΫτઆ໌ձ
�݄ ��ʢʣ��͔Β��
༰ɿٷಓͷత࠶ੜͷझࢫઆ
໌ͱླՈͷհɺෑݟ
Ճऀɿ��໊

ɹʮతʯͱɺٷಓࢪઃʢࣹˍ
తʣͷ�ͭͰɺླچՈͷݐ܈ͱ
ͯ͠Ҩ͞Ε͍ͯ· ɻ͔͢͠͠ͳͲ
ͱಉ͘͡ ٺԽ͕ܹ͘͠ ɺ͜ ͷ··ͩͱ
่յͷ͕ݥة Γ͋· ɻ͢

きれいに改修した弓道場の的場の前で
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●特定非営利活動法人旧鈴木家跡地活用保存会
設立年月  2011年2月（2016年3月法人化） 
メンバー数 正会員：21人/賛助会員：50人
代表者名  村木 正彌（むらき・まさや）
住　所　  〒431-3111　静岡県浜松市東区中郡町699-1 村木方
電話/ファクス　 053-434-1877（村木）/053-569-2589　
Eメール　 contact@mangoku-park.com
ウェブサイト　  https://www.mangoku-park.com/
【団体のミッション】私たちは室町時代から続く庄屋屋敷、旧鈴木家跡地（4,300坪）
に残る母屋、離れ屋、弓道場を改修、再生して多世代交流拠点として活用しようと
活動しています。

Ͱʹɺݱஈ֊Ͱ͍ͯͬࢸ·ͤΜɻ
·ͨɺվमۚࢿͷ్ཱͬͯ ͓Γ
·ͤΜɻ
ɹޙࠓɺΫϥυϑΝϯσΟϯάͷՄ
ੑΛ୳Γ· ɻ͢ซͤͯɺΛͬ
͍ͭʹ*'ల։ΛਐΊΔ1BSL�1ۀࣄͯ
ͯɺࢢͱڞʹ୳͍ͬͯ ͳ͘Ͳͷํ
ࡧ ·͠ ɻ͢
ɹଞͷ·ͪͮ Γ͘Λ୲͏ஂମͱڠಇ͠
ͯɺླچՈͷྺతՁͷࠂ׆
ಈɺࢠͲͷډॴɾऀྸߴͷू͏
ͱ͠ ͯҐஔ͚Δ ɺ͍ͭ͘͘ ͔ͷ
ͯ͠ߦࢼಈϓϩάϥϜΛ׆ ͍͖· ɻ͢

今後の予定
ɹ࠶ੜͨ͠ٷಓͷతͱࣹʹͭ
͍ͯɺҬަྲྀ׆ಈΛ࣮ͯ͠ࢪ ͍͖
· ɻ͢ͱΕʹ͍ͭͯɺࢢͱڞ
ʹ1BSL�1'*ͷՄੑΛݕ౼ͯ͠ ͍͖·
ɻ͢ླچՈͷঙͱ͠ ͯͷҬͷ
ׂɺҬͷྺෑͷݐ܈ͷ
ՁΛ͍͑ͯ͘ҝͷखஈͱ͠ ͯɺ
հຊΛ࡞ɻҬֶߍʹͯ͠
͍͖͍ͨͱͯ͑ߟ ͍· ɻ͢

傷んだ土壁は撤去します。 上から板を張り付けていきます。 適宜判断しながら修復していきます。

傷みが激しい漆喰と板壁。

漆喰を塗り直し、裏側にあった板壁を流用しました。

木の部分も塗装していきます。 的を設置する安土を修復します。

弓道の有段者の指導を受け、盛り直した安土に的を置いていきます。

足掛け10カ月をかけて、弓道場の修復が完了しました。

ɾୈ�ճʢ��݄�ɺ�ɺ�ʣ
ɹ࣮ࢪ༧ఆͰ͕ͨ͠ɺ෩��߸ɺ��
߸ɺ��߸͕͜ͷҬʹ࿈ଓͯ͠ ऻདྷɻ
ଟ ͷ͘ՈʑͰ͕נଛյɺݐͷഁଛ
ͱ͍͏େ͖ͳඃ͕ग़·͠ ͨɻ
ɹࣔࢦۀ࡞Ͱ͖Δେ͞Μɺנ͞
Μͷࠐཱ͕ͯࣄΈɺզʑͷۀ࡞
໘தࢭͱͳΓ·͠ ͨɻ
ɾୈ�ճʢ��݄�ɺ�ɺ��ɺ��ʣ
ɹ ͱͬנ Μ͞ͷ͕ࣄͻͱஈམͭ
͖ɺզʑͷࢦಋʹ͍͚ͨͬͯͨͩΔ
ͱ͜ʹͳΓ·͠ ͨɻ
ɹ෩ͷඃ͕େ͖͘ ɺנͷഁଛ෦
͕ॳΑΓ͕Γɺנ͞Μͷ
ଟ͕ࣄ ͳ͘Γ·͠ ͨɻେ͞Μנͷ
ԼࡐͷऔΓ͚Ͱ ɻͪͨ͢ࢲԼ͔
ΒࡐྉΛࠜʹ্͛Δۀ࡞Ͱ ɻ͢
ɾୈ�ճʢ�� �݄�ʣ
ɹ͍ͭʹߴॴ͕ۀ࡞ऴΘΓɺͷ
ఫۀ࡞ڈͱͳΓ·͠ ͨɻ
ɾୈ�ճʢ�����݄��ɺ� �݄ʣ
ɹେ Μ͞ʹΑΔɺইΜͩࡐͷఫ

ͷऔΓ͚Ͱࡐͱ৽͍͠ڈ ɻ͢͜
Ε͕͢͞ͷ৬ਓٕͰ ɻ͢ࣄݟͳ
্͕Γʹ ͳΓ·͠ ͨɻ
ɾୈ�ճʢ�݄�ɺ�ɺ�ʣ
ɹΑ͏ ͘ࠨ͞Μͷग़൪Ͱ ɻ͢΅
Ζ΅Ζʹͳͬͯ ইΜͩนΛఫڈ ·͠ ɻ͢
ͦ͜ ʹϘʔυΛऔΓ͚ɺϓϩͷٕͰ࣫
ᷰΛృͬͯ Β͍·͠ ͨɻ
ɾୈ�ճʢ� �݄�ʣ
ɹ͍Α͍Α҆ͱݺΕΔతΛஔ͘
Γͷम෮Ͱ ɻ͢দٷࢢಓ࿈ໍͷ
ಋͰɺ่Ε͍ͯͨ҆ࢦಋऀ͓�ਓͷࢦ
͕͖Ε͍ʹͳΓ·͠ ͨɻతΛஔ ͱ͘
·͕ඬ͍ؾʹݐ ɻ͢
ɾୈ��ճʢ� �݄�ʣ
ɹݐࠨଆͷஔ෦ͷচͷίϯΫ
Ϧʔτଧͪͱɺന෦ͷృͰ ɻ͢
ృ͢Δͱ෩͕֨૿ ·͠͠ ͨɻ
ɾୈ��ճʢ�݄��ʣ
ɹݐपΓͷย͚ۀ࡞Λ࣮͠ࢪ·͠
ͨɻอશͷͨΊʹपΓʹࡤΛͭͬ͘ ͯ
Ͱྃ ɻ͢

ホームページ制作と公開
ɹҰൠͷਓʹླچՈͷࣨொ͔Β
ଓ͘ঙͱ͠ ͯͷྺɺෑʹΔ໌
ླچͷղઆɺ/10๏ਓݐͷظ
Ո׆༻อଘձͷ׆ಈझࢫɺΠϕϯ
τՃืूͳͲΛ Δ͑ͨ Ίͷखஈͱ͠
ͯ������݄ ɺެ։ ·͠͠ ͨɻɹ
パンフレット制作と配布
ɹ্ه༰Λɺωοτͷར༻͕ۤखͳ
ํʑʢओʹऀྸߴରʣΛରʹࢴഔ
ମͰ࡞ɻ�����݄ɺΛ
Ί·͠ ͨɻ

課題と解決方策
ɹతͷվमΛ௨ͯ͡ɺླچՈ
ෑͷྺՁʹؾ͍ͯΒ͍ɺʮ
Λத৺ʹݐΛվम͠ɺҬͷস
׆ͱͯ͠ڌΕΔଟੈަྲྀ;͋إ
༻ͯ͠ ͍͜͏ ʯͱ͍͏ɺ׆ಈͷཧղ ɾऀ
͠·͠ࢦԉऀͷ૿ՃΛࢧɺऀײڞ
ͨɻ͔͠͠ɺʮঙෑΛ࠶ੜ͢Δ
͖ʯͱͷेͳػӡͷߴ·ΓΛݟΔ·

専門家と参加者の
連携で、作業を進め
ていきます。

屋根を支える下地材もきれいに修復。 12月13日、瓦を並び終え足場が撤去されました。


