
8 92020年度　住まいとコミュニティづくり活動助成 一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団

矢中の杜（旧矢中邸）。建材研究家で実業家の故・矢中龍次郎氏が、1938（昭和13）年から
15年をかけて建設した自邸。色鮮やかな外壁は、同氏が発見・開発した「山富貴酸化黄」で彩色 7月から8月にかけて、雨水の排水工事を実施。

表アプローチを開削して浸透管と浸透枡を埋設した

2020年6月に実施した版築の体験。教えてもらいながら身体で覚えるのに必死

活動エリア
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団体設立経緯
　茨城県つくば市北条にある昭和
の邸宅「矢中の杜」が私たちの拠点
です。40年使われなかった矢中の
杜の所有者が変わったことが、保
存活用の契機となりました。
　新たな所有者が、知人を通じて
声をかけた学生たちが中心となり、
地域の方々の協力のもと、邸宅の
調査や清掃が始まりました。この
貴重な建築物を保存活用していく
ため、2010年「NPO法人“矢中の
杜”の守り人」を設立。矢中の杜は
2011年、国の登録有形文化財に登
録されました。

活動概要と活動対象範囲
　「矢中の杜」は、昭和に建てられ
た近代和風住宅で、毎週の邸宅公
開や様々なイベントを通じて多くの
方が訪れる、地域の文化資源の1つ
です。矢中の杜を含め北条の町並
みは東西に伸びる主要道路を中心
に、各戸の敷地が南北に縦長の形
状を持っています。この特殊な形状
を活かして、邸宅の庭を、歩いて楽
しい「通り庭」として整備していきま
す。街の他の地域資源を回遊する

「道」の一部とするための第一段階
として、主要道路に面する「表アプ
ローチ」を整備しました。

活動に至った理由や背景
　目標とする「通り庭」の出発点とも
言える「表アプローチ」には、物理
的にも心理的にも「入りづらい、通
りづらい」という問題がありました。
南北に細長い敷地のため、主要
道路からは文化遺産である邸宅や
庭園の存在はわかりません。また、
整備も不十分で、特に雨天時のぬ
かるみはひどく、通行の大きな妨げ
となっていました。
　この状況を改善し、永く地域に
愛される空間にするべく、雨水排水
機能を整備し、入口部分には版
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塀を製作しました。

地域・コミュニティ活動助成

NPO法人“矢中の杜”の守り人
茨城県つくば市
国登録有形文化財「矢中の杜」の「通り庭」を
参加型で整備する楽しい道づくり

活動内容と成果
　矢中の杜の庭園は傾斜地を利用
してつくられており、南北に縦長の
形状です。街の主要道路に面した
細長い空き地（表アプローチ）から、
前庭・中庭・奥庭と変化に富んだ空
間が続き、北の道路に至ります。こ
の形状を活かし、歩いて楽しい「通
り庭」として活用していきます。
　本活動を実施した2020年度は、
新型コロナウィルス感染症の影響が
大きな1年でした。特に活動を開始
した時期は、まだわからないことも
多く、柔軟に対応していこうと話し
合い、進めました。
●6月：いきなり計画変更、版築の
修行へ
　当初は造園家（東造園）の直接指
導のもと、小規模な版築ベンチを
製作する計画でしたが、予定が変
わり、急遽、自分たちですべてを行
うことになりました。そこで勉強の
ため、まず造園家の現場で版築製
作を体験させてもらうことになりま
した。つくば市内で、矢中の杜のこ
ともよくご存知の方の自宅が現場で
す。2020年6月20日、施主のご家
族にも快く迎えていただき、細かく
教えていただきながら、材料や工程
を学びました。
　版築は日本にある古くからの技法
で、「土を混ぜて、型枠に入れ、上
から突く」という作業を繰り返すこ
とで造形していくものです。単純で
ありながら、土の具合、水加減や
突く力などを“いい加減”にすること
が必要で、体で覚えた1日でした。
●7月：雨水排水工事
　6月の長い梅雨の後、表アプロー
チの雨水排水工事を実施しました

（7月28日～ 8月26日）。少しの雨で
もぬかるみ、通行を阻害していた状
況の改善です。敷地内で雨水を処
理するため専門の水道業者に依頼
し、道路に向かって緩やかな傾斜

のある表アプローチに、浸透管と
浸透枡を設置しました。
　工事後、ぬかるみは改善したも
のの地下水位が高く、雨が降ると、
最後の枡から水が溢れるオーバー
フローが起きることがわかりました。
これには簡易に溝をつくることで対
応しました。
　これまで表アプローチを少し掘る
と嫌な臭いがし、梅雨には藻が繁
茂して対処を苦慮しておりました。
今回その原因が判明。地下水の滞
りが解消された今は、きれいな水
が流れています。この地下水と雨水
を有効に活用していこうと、新たな
計画を練る予定です。
●9月：版築ベンチの製作ワーク
ショップの開催
　9月19日・20日の2日間、版築ベン
チ製作ワークショップを開催しまし
た。のちに製作する表アプローチ
の版築塀に活かすための準備・実
験も兼ねての開催です。先述した6月
の版築の体験を通して勉強したも
のの、準備段階から緊張と試行錯
誤の連続でした。
　製作は敷地の北側の奥庭で行い
ました。かつては作業小屋があり、
広場のようになっています。通り庭
の北端と言えるでしょう。材料には
矢中の杜の土も使いました。作業
手順は、土・まさ土・石灰・セメン
トを混ぜ、水で練ったものを型枠に

入れ、上から木片で突いていくとい
うものです。何度も重ねることで、
自然な色味の変化のある横模様が
重なっていきます。奥庭から望める
筑波山の模様を入れるなど、楽し
みながらの製作となりました。
　2日間でのべ35名が参加、NPO
会員のほか、同じく建造物の保存
活用をする方たちや、「北条街づく
り振興会」に参加する地元の方、地
元の大学生たちの参加があり、に
ぎやかなワークショップでした。
　事前準備および仕上げは、地域
に出て活動する授業（筑波高校／つ
くばね学）の一環として、地元の高
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9月の版築ベンチ製作ワークショップ。みんなで土を上から突いて固める

11月、地域の稲荷神社に向かう道を整備
して通行できるようになった（上）。伐採
した竹は犬矢来（下）などの材料に活用

2021年3月にワークショップで製作した入口の塀（上）。筑波山をモチーフにした2枚の山型に、
登録有形文化財のプレートやポストを埋め込んだ

施工スケッチ（上）に基づき土を順
番に積層。型枠を外すのは筑波高
校の生徒が担当した（右）

の稲荷神社へ向かう道であり、通
学路としても使われていましたが、
近年竹や雑木、雑草が繁茂して通
行できなくなっていたものです。
　作業に当たっては、国登録有形
文化財である宮本家住宅のご主人
から地権者に話をしていただき、作
業の承諾をいただきました。近隣の
方にもよろこばれ、一緒に作業に取
り組み、現在では通行できるように
なっています。
　ここで伐採した竹を活用して、可
動式の犬矢来を製作しました。本
来は集まって作業する予定でした
が、製作時期が自治体の外出自
粛・緊急事態宣言の期間に当たって
しまい、会員の1人が製作しました。
安全を考慮しての判断です。竹はこ
のほかにも様々な用途が考えられ、
例えば竹製のサイクルスタンドは、
すでに使用され好評を得ています。
●3月：版築ワークショップで入口
を整備
　2021年3月27日、表アプローチ入
口に、版築の技法で新たな塀を製

校生5名が担当しました。事前準備
として材料となる土をふるい、ワー
クショップ後の仕上げの型枠外しを
任せることで、同じ日に作業はでき
なかったものの、バトンをつなぐよ
うに連携できたことは大変有意義
でした。
●10月：イベントでの庭園の利用と
版築ベンチの活用
　10月～11月にはつくば北条アート
プロジェクト実行委員会の主催で、
現代美術の作品展「矢中の杜 展覧
会」が矢中の杜を会場として開催さ
れました。庭園にも作品が展示され、
多くの方に歩いてもらうことができ
ました。通り庭としての活用を目指
している中、テストケースとして庭
園内を歩いてもらい好評でしたが、
スタッフの配置や作品への配慮の
ため、南北の通り抜けまではできま
せんでした。今後の活用に向けて、
安全な通り抜けや運営の課題が見
つかりました。
　9月に奥庭に製作した「版築ベン
チ」も多くの来場者に紹介でき、休
憩して筑波山を眺めるなど活用して
もらいました。
●11月：稲荷神社への道ができ、
竹の活用が可能に
　NPO会員だけでなく地域内外か
ら参加のある「庭倶楽部」が、2019年
から年間を通じて活動しています。
今年度は本活動と並行して、地域
の道の復活にも着手しました。地域

作しました。既存の塀はブロック塀
と鉄の門扉で圧迫感があり、入り
づらく、わかりにくいものでした。
それに代わる新たな塀を、ワーク
ショップ形式で製作するというもの
です。
　本活動の前から矢中の杜の庭園
の相談役で、本活動自体も一緒に
進めていただいている東造園に、
指導を依頼しました。近隣地域の
象徴でもある筑波山を模した、山
型の2枚仕立てのデザインとしまし
た。材料には山富貴酸化黄（矢中
の杜の建築主・矢中龍次郎が開発
した着色剤）や、矢中の杜の土も混
ぜ込み、思い入れとともにつくり上
げました。
　参加者は17名。NPO会員を中心
に、近隣の方や北条街づくり振興会
の方など地元の皆さんのほか、当
日邸宅の見学に来た飛び入りの方
が参加しました。登録有形文化財の
登録証やポストも組み込みました。
　1枚の足下には筑波登山道の名所

「弁慶七戻り」に見立てた石積みの穴

を開け、7月の雨水排水工事で生じ
たオーバーフロー分の水を、塀の下
をくぐらせて流すことになりました。
比類のないデザインとなり、当初の
予定以上に今後の整備に面白さが
加わり、期待がふくらんでいます。
　6月の研修、9月の版築ベンチ製
作ワークショップでの練習が活かさ
れ、多くの参加者が手順を理解し
ていたため、作業をスムーズに進
めることができました。感染症予防
のため少人数で対策をしながらのイ
ベントにせざるを得なかった中、非
常に意義深いワークショップとなり、
今後につながるものとなりました。

課題と解決方策
　前述の通り、表アプローチの雨
水排水は、地下水位の関係でオー
バーフローが起こり、当初は対応に
苦慮しました。浸透管の埋設を増
やすことも考えましたが、それより
も新しい水の流れそのものを生かし
て、版築の塀に取り入れることを実
践しました。製作した版築が単なる

塀で終わることなく、塀のあるごく
小さな庭にするよう意識を変えて計
画を進めました。小さな水辺のある
街のスポットになるよう、今後も整
備を進めます。
　感染症の影響で、ワークショップ
などに広く募集をかけられなかった
ことは残念でした。特に近隣の方
の参加を促したかったものの、期
待通りとはなりませんでした。並行
して実施した稲荷神社への道づくり
や、地域各戸に配布される情報誌

「北条新聞」（北条街づくり振興会
青年部会発行）への寄稿などで、矢
中の杜の保存活用活動や地域活性
化への協力の周知を図っています。

特定非営利活動法人 “矢中の杜”の守り人
2010年6月法人設立／メンバー数：52人／代表者：井上 美菜子（いのうえ・みなこ）
●〒300-4231　茨城県つくば市北条94-1　 yanaka.no.mori@gmail.com
www.yanakanomori.org
www.facebook.com/yanaka.no.mori/

私たちは「古いものと新しいものの共存」を目的とし、昭和の邸宅である「矢中の杜
（旧矢中邸／つくば市北条／国登録有形文化財）」の保存活用を主として、地域の文
化資源を学び、地域活性化に協力しています。

今後の予定
　庭園全体の整備を引き続き進め、

「通り庭」として多くの方に楽しみな
がら歩いてもらえるようにしていき
ます。筑波高校生による「つくばね
学」では、庭園の石畳の道を発掘す
る作業が進められていて、高低差
を生かした庭園の面白さも徐々に体
験できるように計画しています。
　庭園内の石段の一部が2021年
2月の大きな余震によって傾くなど、
新たな整備も必要となっています
が、活動を通して庭園を歩くことの
需要が体感できました。地域との
交流・協力も増えたことも支えに、
計画の推進を目指します。




