
参加申し込みフォーム

参加希望の勉強会　（□にチェックをお願いします。）

第 1回　「線刻壁画」が山元に帰ってくる︕
第 2回　八重垣神社が 6年ぶりによみがえる
第 3回　とことん味わう　江戸時代の大條家ゆかりの茶室

□
□
□

お名前（ふりがな） 連絡先 Tel/Fax

E メール 何かひと言ありましたらお願いします

ご住所

学ぼう。山元のすごい歴史学ぼう。山元のすごい歴史

～障害者とつくる「山元の魅力」を発信するプロジェクト～～障害者とつくる「山元の魅力」を発信するプロジェクト～

ポラリスの勉強会ポラリスの勉強会

5 月 21 日（日）
2017 年

6 月 18 日（日） 7 月 16 日（日）

「線刻壁画」が
山元に帰ってくる！

八重垣神社が
6 年ぶりによみがえる

とことん味わう
江戸時代の

大條家ゆかりの茶室

助成：2016 年度ファイザープログラム～心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援～
企画協力：清水ますみ（ゆかりの茶室にひかりを当てるっちゃ GO  山元「いいっ茶」組）

　NPO 法人エイブル・アート・ジャパン　
　　

山元の歴史・民俗・文化・自然にふれる
　ポラリスの「対話と学びの場」のご案内

ポラリスは、障害を持つ人も持たない人も共に
地域ですてきな生き方・はたらき方ができるよう応援します。

〖お問い合わせ・お申込み先〗

〖お申込み方法〗

NPO法人　ポラリス 0223-36-7410TEL / FAX  : 

住所：
〒989-2202
宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原72 - 64

Email：activities_polaris@yahoo.co.jp

参加ご希望の方は、参加申し込みフォームの必要事項について、上記の連絡先（電話、ファックス、
E メールのいずれかでお申込みください。
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複数回参加申し込み歓迎︕

山元
の魅

力、話
しましょ。

協力：一般社団法人振興事業創生機構（JEBDA）
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八重垣神社

セブンイレブン

ポラリス

第 　 回
「線刻壁画」が
山元に帰ってくる！

第 　 回 八重垣神社が 6 年ぶりによみがえる

第 　 回
とことん味わう　
江戸時代の大條家ゆかりの茶室

１

２

３

合戦原遺跡には、54 基の横穴墓がありま
した。38 番目の横穴墓は有力者の墓と思
われ、壁面には珍しい「線刻画」が描か
れていました。壁画の移設保存方法の検
討が始まり、ついに今秋、山元に帰って
きます。また、合戦原遺跡には 3 基の製
鉄炉跡がありました。製鉄遺跡は山元の
全域に広がっており、当時はさながら、
製鉄の町の様相を呈していました。

東日本大震災の津波で流された八重垣神社。今年ついに
再建が叶い、よみがえります。一足先に完成する新しい
社務所に集って、八重垣神社の壮大な歴史を改めて学び
ましょう。

大條家と山元の歴史を振り返るとは、あらためて山元を見つ
めること。大條家の茶室のゆかり、由緒、変遷の物語を聞い
てみましょう。江戸時代の茶の湯を体験してみましょう。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（茶会：石州流、他）

５月21日（日）13：30‐15：30
（開場 13:00）

（開場 13:00）

（開場 13:00）

　　 　線刻壁画のアイドルパラちゃん　ポラちゃん

合戦原学堂

八重垣神社　社務所　

徳本寺　

日時︓

場所︓

参加費︓

講師 & 内容

講師 & 内容

講師 & 内容

６月18日（日）13：30‐15：30日時︓

場所︓

参加費︓

７月16日（日）13：30‐15：30日時︓

場所︓

①線刻壁画の現状保存の苦労とチャレンジのお話

①八重垣神社の復元秘話と苦労話。八重垣神社のこれから。

①大條家と山元、菩提寺と徳本寺の歴史のお話

②藤波宮司に聞いてみよう。八重垣神社のこと教えて︕ 

東北歴史博物館　学芸員 芳賀文絵 さん

②山元町全体に広がる「製鉄遺跡」のお話

山元町遺跡と製鉄の研究家 菊地文武 さん

八重垣神社　宮司

インタビュアー

藤波祥子

阿部結悟

さん

さん一般社団法人ふらっとーほく　理事

大條家と伊達藩との関係は？山元を領有したのはいつ？
徳本寺住職 早坂文明 さん

②語り部による「大條家ゆかりの茶室物語（新作）」
゛昔、 昔その昔、 伊達政宗がね…” ゆかりや由緒、 変遷の物語

やまもと民話の会 庄司アイ さん

●茶室の思い出コーナー

●茶室の現場は会場・徳本寺のすぐ近く

（亘理郡山元町髙瀬字笠野 128）

（亘理郡山元町髙瀬字合戦原 30 - ５）

（亘理郡山元町坂元字寺前 13）

「茶室を知ってるよ」「使ったことあるよ」
茶室の写真をお持ちの方、皆さんに見てい
ただきましょう。ぜひお持ちください。

荒廃がすすむ大條家ゆかりの茶室ですが、
勉強会の前後にぜひお立ち寄りください。

ポラリスの勉強会
2017 年は、3 回にわたって勉強会を開催します。
地域の方々が楽しく気軽に山元町の魅力にふれる

「対話と学びの場」を開催し、学ぶ楽しさと新たな
人とのつながりを作りながら、その学びの成果とし
て山元の魅力（歴史、民俗、文化、自然）を紹介す
る『山元ストーリーブック（仮称）』を制作します

（12 月に完成予定）。この勉強会に 1 回以上参加し
た方には、お一人につき 1 冊お送りします。

800 円

円

資料・飲みもの代
ストーリーブック先行予約代　含む　( )

資料・飲みもの代( (
800 

参加費︓ 円
資料・お茶会代( (

1,000

山
下
駅

坂
元
駅

常
磐
線

JR

坂元中

壁画
HAPPY

やまのもと

壁画
HAPPY

やまのもと

壁画
HAPPY

やまのもと

山元
ストーリーブック

山元
ストーリーブック

※当日の資料の他に「山元ストーリーブック」(12 月に
制作完成予定 ) を参加者の皆さんにお送りいたします。
その代金は参加費に含まれています。

（道なりに
300m

坂元小手前）

C 宮部あゆみ

C 宮部あゆみ、牧稔

C 森けい太

茶室へ

いつ頃できたの？なぜ笠野に？巫女の舞って？

●初めて参加の方は、ストーリーブック先行予約代
＋

＋

●1日目から参加の方は八重垣神社再建へのカンパ代

●複数回参加の方は
　山元「いいっ茶」組　活動費へのカンパ　　　含む

含む

●初めて参加の方は、ストーリーブック先行予約代

　　（かっせんぱら）　　（ポラリス
）　　・・ ・・

制作

その他



場　所：合戦原学堂　

プログラム

ポラリスの勉強会　　学ぼう。山元のすごい歴史
第 1回　「線刻壁画」 が山元に帰ってくる︕

参加費：800 円　資料・飲物第・山元ストーリーブック（仮称）先行予約代含む

司会：清水ますみ（ポラリス　こう・ふくアトリエ）

13:30－13:40　　主催者挨拶　NPO法人ポラリス代表　田口ひろみ

勉強会　開始

13:40－14:00　　山元町全体に広がる「製鉄遺跡」のお話
山元町遺跡と製鉄の研究家　菊地文武さん

14:00－15:00　　線刻壁画の現状保存の苦労とチャレンジのお話
東北歴史博物館　学芸員　芳賀文絵さん

休憩

15:10－15:30　　質疑応答・ディスカッション

C 森けい太

日　時：2017 年 5月 21 日（日）

合戦原遺跡には、54 基の横穴墓がありました。38 番目の横穴墓は有力

者の墓と思われ、壁面には珍しい「線刻画」が描かれていました。壁画

の移設保存方法の検討が始まり、ついに今秋、山元に帰ってきます。ま

た、合戦原遺跡には 3 基の製鉄炉跡がありました。製鉄遺跡は山元の全

域に広がっており、当時はさながら、製鉄の町の様相を呈していました。

13：30‐15：30

助成：2016 年度ファイザープログラム～心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援～

企画協力：清水ますみ（ゆかりの茶室にひかりを当てるっちゃ GO  山元「いいっ茶」組）
　              NPO 法人エイブル・アート・ジャパン　
　　協力：一般社団法人振興事業創生機構（JEBDA）

主催：NPO 法人　ポラリス





場　所：徳本寺

プログラム

ポラリスの勉強会　　学ぼう。山元のすごい歴史

第 3回　とことん味わう　江戸時代の大條家ゆかりの茶室

参加費：1000 円　資料・お茶会代

●初めての方は、山元ストーリーブック（仮称）先行予約代含む

●複数回参加の方は、山元「いいっ茶」組　活動費へのカンパ代　含む

司会：清水ますみ（ポラリス　こう・ふくアトリエ /山元「いいっ茶」組）

13:30－13:40　　主催者挨拶　NPO法人ポラリス代表　田口ひろみ

勉強会　開始

13:40－13:55「大條家と山元、菩提寺徳本寺の歴史のお話」︓徳本寺住職　早坂文明さん

13:55－14:00「茶室の意義について」︓ゲスト講師　山形大学教授（建築史学）永井康雄さん

14:00－14:10「伊達藩の茶室について」︓石州清水流　家元　清水道玄さん

14:20
－15:30

C 宮部あゆみ

日　時：2017 年７月 16 日（日） 13：30‐15：30

助成：2016 年度ファイザープログラム～心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援～

企画協力：清水ますみ（ゆかりの茶室にひかりを当てるっちゃ GO  山元「いいっ茶」組）
　              NPO 法人エイブル・アート・ジャパン　
　　協力：石州清水流、山元町歴史民俗資料館（生涯学習課）、「大條家ゆかりの茶室の保存と活用を願う会」
　　　一般社団法人新興事業創生機構（JEBDA）

主催：NPO 法人　ポラリス

大條家と山元の歴史を振り返るとは、あらためて山元
を見つめること。大條家の茶室のゆかり・由緒・変遷
の物語を聞いてみましょう。
江戸時代の茶の湯を体験してみましょう。

休憩（10 分）

（第 1部）

（第 2部） 本堂 和室

※第 2 部は２つの会場に、それぞれ A グループ・B グループに分かれて移動していただきます。

①やまもと民話の会・庄司アイさんによる
　「大條家ゆかりの茶室物語」を聞こう
　　　&茶室の思い出を語り合おう

②石州清水流お茶会
　１）お点前デモンストレーション
　　　　（石州清水流　解説付き）
　２）お呈茶

1 回目　A グループ

２回目　B グループ

1 回目　B グループ

２回目　A グループ

司会：三浦寛也（山元「いいっ茶」組）













2017 年 5 月 21 日（日）
ポラリスの勉強会 「学ぼう。山元のすごい歴史」

第 1回 「線刻壁画」が山元に帰ってくる！



ポラリスの対話と学びの場 歴史勉強会 「八重垣神社が 6年ぶりによみがえる」 

2017年 6月 18日 八重垣神社社務所にて 

 

    

   

  

      



   

          

   

 

    

世代や立場、業界を超えて、楽しい対話と学びの場づくりができました。 

みなさま、ご協力をありがとうございました。 



2017年 7月 16日  

学ぼう！山元のすごい歴史。 第 3回「とことん味わう江戸時代の大條家ゆかりの茶室」 

 

 

会場：徳本寺 

  

茶室についての思い出の写真がたくさん集まりました。       音響の協力 

    

 掛軸「万寿無彊」    東京ライオンズクラブ桜田様からいただいた茶道具を使わせていただきました。 

    

 ポラリスメンバー（障害者や心のケアが必要な方）が資料準備、会場準備などを頑張りました。 



2017年 7月 16日  

学ぼう！山元のすごい歴史。 第 3回「とことん味わう江戸時代の大條家ゆかりの茶室」 

    

看板もアートに。     講師陣の打ち合わせの様子    受付業務もメンバーとボランティアで。 

  

徳本寺本堂が「対話と学び」の場。   ポラリスメンバーも一緒に学びました。   表示も丁寧に。 

   

 進行：清水さん      徳本寺住職 早坂さん              山形大学 永井先生 

 

石州清水流家元 清水さん   民話の会 庄司さん    コーディネーター：三浦さん    町の学芸員 山田さん 



  

茶室の思い出写真                 茶室についての思い出話 

   

お茶会           石州流お点前披露              メンバーも真剣 

   

お点前をじっくり拝見しました。         ポラリスの茶道クラブも大活躍 

     



●冊子「山元ものがたり」の頒布
「学ぼう！山元のすごい歴史」に参加された全員に、
この冊子を頒布させていただきました。
また、2018 年 2月から 3月にかけて、町内の中学 3年生に卒業記念として贈りました。山元町
には高校がなく、中学を卒業すると町外に通学となるため、その前に「山元の魅力」を知っても
らい、先人の功績に誇りを持ちながら、山元町の将来を担う人材になる子供たちの成長を願います。
また、ポラリスを利用する障害者や心身のケアが必要な方と、この冊子を今後地域勉強会の資料
として活用し、町の魅力を周囲の方に伝えることが出来るようになることも進めます。是非、冊
子を基にした地域の方との勉強会も継続して続けていきたいと思います。

●冊子「山元ものがたり」制作
障害者と共にこのような生涯学習の成果物の冊子制作をしたのは初めての試
みでした。
わかりやすく、そして山元の魅力を記憶してもらえるように、デザイナーと
アートスタッフが相談しながら、ポラリスアーティストのイラストをうまく
取り入れることにも力を入れました。アートを担当したメンバーが趣旨を理
解し、丁寧に描き上げていきました。
アートでの参加のほかにも、勉強会開催のための資料準備、
会場準備、受付、出張カフェ、あて名書きを含む郵送業務など、このプロジェ
クトを進める上で必要な作業に取り組み、新たな障害者の社会参加の在り方
として大きな成果をあげられ、また今後もこの経験を基に大いに地域でいき
いきと活動を進めることが出来ると期待します。

（内容）

●「学ぼう！山元のすごい歴史（全 3回）」
第 1回：50 名、第 2回 74 名、第 3回 84 名、合計 208 名が参加しました。
「山元の歴史」についての対話と学びの場をつくり、世代や立場を超えて、山元の
魅力を再確認する機会をつくることができました。特に障害者や心のケアが必要な
方々とそのご家族が、堂々と、そしていきいきと学ぶことを楽しんでおられたこと
が印象的でした。歴史に興味があるメンバーたちが、この勉強会に参加するために、
しっかりと体調管理する姿があり、「学ぶ」ことの意義をリハビリテーションの面
からも感じることができました。このプロジェクト自体にも多くの共感を得ること
が出来、新しいコミュニティづくりができました。

障害者とつくる「山元の魅力」を発信するプロジェクト
2016 年度ファイザープログラム～心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援　
実施期間：2017 年 1月～ 2018 年 1月　

地域で孤立しがちな障害者や心身のケアが必要な世代の方々が、楽しく気軽に山元町の魅力に触れる「対話と学びの場」に参加し、

「学ぶ」という楽しさと、新たな人とのつながりの場をつくりました。その学びの成果として、山元町の魅力を紹介する冊子「山

元ものがたり」を制作しました。そのことによって、地域住民や山元を訪れる人に、山元の魅力を共に伝え広めていくという社

会参加の機会を作り、地域ですてきに生き、はたらくことにつなげました。

（目的）
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