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盛況 わくわくチャレンジ教室

勾玉つくり
材料の滑石を予め勾玉の形に粗く切って
おき、これを子供たちがサンドペーパーで削
って仕上げます。サンドペーパーは子供が
十分扱える安全な道具です。

どんぐり座公演と勾玉つくり
夏休み恒例のわくわくチャレンジ教室を８
月２８日（火）、中央公民館で開催しました。定
員 30 名のところ、当日の参加は 32 名と盛況
でした。１部はどんぐり座による紙芝居、『野間
の一本松のキツネ』とペープサート『伊丹に猿
がいなくなった話』、２部は勾玉つくりです。
紙芝居・ペープサート
伊丹に猿がいなくなった話で、子供たちは
次々と登場する野菜の名前を、「ダイコーン」、
「ニンジーン」、「サツマイモー」と皆で声を合
わせて楽しそうに叫んでいました。

サンドペーパーで削って勾玉つくり

「お兄ちゃんが学校で勾玉をつくったので
自分もつくりたかった」と、とにかく子供たち
は白い粉だらけにして一生懸命削ります。
やがて勾玉の形ができあがり、勾玉に紐
を通してもらって首にかけ、子供たちは笑顔
で帰りました。
わくわく教室終了後の反省点として、勾玉
の説明が足りなかったことが挙げられた。来
年は作業にかかる前に勾玉の説明をしよう。
どんぐり座の皆さん、およびポスター製作
から当日のサポートまでの会員の皆さん、ど
うもご苦労さまでした。
<富永 記>

ペープサート『伊丹に猿がいなくなった話』

「悪いことをしたら神様にお尻をたたかれる
んやね」と子供が真に受けています。よい躾
になる紙芝居ですねと、あるお母さんが言っ
ておられました。

伊丹市文化財ボランティアの会では、旧岡田家・石橋家や郷町内・旧西国街道など、市
内外から訪問される人たちに文化財のガイドを行っています。
市内の史跡・文化財のガイドについてのお問い合わせは、伊丹市社会教育課までお願
いします。
（☎：072-784-8090）
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庚申塚
首切り地蔵、東天神社、昆陽宿にはそれ
ぞれ旧昆陽村の庚申塚が祀られている。
庚申信仰は中国の道教の伝説に基づき、
日本には平安期に伝わった。庚申の日に身
を慎んで徹夜すれば、長生きできるという。
江戸時代に盛んになった民間信仰である
が、現在は衰退している。

西国街道を歩こう
市内文化財めぐり歴史ウォーキング
ようやく残暑も収まった９月２９日(土)、西
国街道を歩いて、街道にまつわる歴史と物
語をガイドした。一般参加者 10 名、会員 24
名、当日は他の行事と重なったためか、一
般参加者数は少なかった。
めぐり歩いたコースは以下のとおりです。
[集合] 博物館→安楽院→梶井基次郎の
文学碑→西国街道→首切り地蔵→東天神
社→長勢橋の碑→法巌寺跡→昆陽宿→閼
伽井→昆陽寺 [解散]
文化財のうちの幾つかを紹介します。
梶井基次郎の文学碑
梶井基次郎は明治 34 年大阪生まれ、大
正 13 年に中谷鉄雄他と同人雑誌「青空」を

東天神社裏で庚申塚のガイド

創刊、「檸檬」を執筆する。昭和５年より１年
余り、当地、千僧の兄謙一宅で結核の療養
生活を送ったが、同７年 31 歳で夭折する。
碑文は当地での「禁姻日記」より採ったも
ので、療養生活の一端が偲ばれる。
『五月六日 庭にはイチハツが盛りを過
ぎ平戸がさき
はじめ、薔薇
は日光の下

昆陽宿
時は幕末、蛤御門の戦で敗れた長州藩
兵は、宿場の人馬を継ぎ立て、武器弾薬の
荷物を送るため昆陽宿に立ち寄った。このと
き既に街道には長州兵の敗走に備えてお
触れが回っており、昆陽宿は長州の荷物を
留め置いて奉行所に申し出た。この申し出
により、新撰組の河合耆三郎、山崎大三郎
が出役し、荷物を改めた。そして昆陽宿で

にその新しい
芽をうな垂れ
ている。風は
南西、・・・・・』

人足を出して荷物を奉行に引渡した。
昆陽村に保存された古文書に、これらの
顛末が記されており、幕末の慌しい街道の
様子を垣間見ることができる。 （松田 記）

梶井基次郎の文学碑
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伊丹緑道コースを歩く
第１回 阪急神戸線沿線観光あるき
阪急神戸線観光あるき実行委員会、
および神戸市東灘区主催の観光ある
きは、伊丹市内で 10 月から来年 5 月
までに計 5 回実施する。
その第１回目として 10 月 17 日（水）、
伊丹緑道コース歩きを実施した。
あいにく当日は朝から本降りの雨で、
参加辞退が相次いだ。午後になって
雨はほぼ止んだが、13 時の集合時間
の参加者は 7 名、これに会員 10 名を加えた
１７名で出発した。
[集合] 阪急伊丹駅→旧岡田家→猪名野神
社→伊丹緑道→白洲屋敷跡→辻の碑→伝
和泉式部の墓→緑ヶ丘公園→伊丹廃寺跡

「阪急沿線観光あるき伊丹」今後の予定
②11 月 18 日(日) 郷町館を中心としたコース
③ 3 月 2 日(土) 11/18 コースと同じ
④ 4 月 7 日(日) 10/17 コースと同じ
⑤ 5 月 18 日(土) 昆陽池公園、清酒発祥の
地を訪れるコース

→瑞ヶ池公園→たんたん小道→昆陽池公
園→阪急伊丹駅 [解散]
参加者は市外の阪急沿線の在住で、伊
丹を歩いたのは初めてという方が多い。
今日のコースを歩いてみた感想を聞いて
みると、『市街地でこれだけ緑に恵まれてい
るのは素晴らしい。もっとＰＲしたらよい』とい
う意見が返ってきた。なるほど・・・・。
来年 4 月 7 日に今回と同じコースを歩きま

木津川市史跡めぐり 行基会
半澤恵子
10 月 15 日（月）幸先よく朝から快晴の中、
バスは出発。まず、行基が木津川に架けた
泉大橋の跡を南側から見て、橋柱山大智寺
の見学へ。鎌倉期に、流された泉大橋の橋
柱から文殊菩薩を刻み、安置した橋柱寺を

すが、このときは端ヶ池公園、たんたん小道
の桜が見頃になっているでしょう。皆さんま
た来て下さいお待ちしています。（松田 記）

前身とする寺だ。力強い作風のご本尊をは
じめ多くの仏像や位牌・遺骨が安置され、今
も信仰を集めていることが伺えた。
次の鹿背山（かせやま）医王院西念寺は、
７世紀前半百済の僧が庵を結び、後に行基
が堂塔を建てた鹿背山寺が起源である。
住職の丁寧な解説から、この寺の歴史や
それを後世に伝えてきた人々の思いが伝わ
ってきた。また、裏山には松永久秀が築いた
鹿背山城の跡があり、地元保存会の方の案
内で本丸まで登った。頂上からの眺望と案
内の方が熱く語られる説明で、城跡全体を
見学したくなったが、時間の都合でやむなく

伊丹緑道にて白洲屋敷跡のガイド
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下山。住職の心づくしのお茶を頂き、次へ出
発。昼食後は恭仁京跡を見学。わずか５年
余りの都で、後に山城国分寺が置かれた。
今はのどかな風景の中に史跡公園となっ
ている。

ドなど、行基会の方々のご尽力により、有意
義な研修会でした。ありがとうございました。

道すがら

柳澤森夫

気分転換のため、時間を見つけて時折、
住まいの近辺を散策する。コースはその時
の気分によって異なる。
気に入っているのは武庫川の堤のあたり
マツ、ニレやエノキなどの樹木が成長して高
く聳えている。地上に力強く張り出した太い
根を跨ぎながら、慌てることなくゆっくりと歩
む。足元には雑草が生い茂り、時にはクマ
ゼミの亡骸に出会うこともある。長い間地中
で過ごし、やっと地上に現われて精一杯の
鳴き声を涸らして、短い期間で終焉を迎え
たのであろう。
ある時にはオハグロトンボが７、8 匹、群れ

山城国分寺跡にて

再び泉大橋跡へ戻り、橋柱の跡が見える
北側から見学。幅広い河川敷を悠々と流れ
る木津川を見ると、ここに橋を架け、守ってき
た多くの人々の苦労と熱意が偲ばれた。
すぐそばの泉橋寺は、日本一の地蔵石仏
や五輪塔で有名だが、幸運にも堂内の襖絵
なども特別に見せていただけた。

をなして飛んでいる場に遭遇することもある。
文字通り、翅はもとより腹部も全身黒一色
である。歩を進めると、その中の一匹が歩む
先に翅を広げ、ひらひらと道案内をしてくれ
る。まるで久し振りに知己の人に会い、弾ん
で会話を交わしている様、丁度、山道を歩
んでいると斑猫（ はんみょう ）に出会った親し
みを感じる。折角出会ったオハグロトンボとも
５、６m 位先で別れを告げる。
歩を進める中、右手に白い花
が咲いているのが目に留まる。高さ２m 位の
樹に純白の 5 枚の弁がつき、芯は紅色であ
る。よく見ると木槿（ムクゲ ）らしい。西日を浴
びて一段と輝きを放っている。書に依れば
「朝、開いて夕方に萎んでしまうはかない運
命の花」とある。
一時間位のウォーキングであったが自然
のやさしさに触れ、ゆったりした気分で家路

泉橋寺の地蔵石仏

最後に訪れた蟹満寺は、飛鳥時代に渡
来系の秦氏が建立し、行基も関与した寺で
ある。有名な蟹満寺縁起のお話も住職自ら
が語って下さった。白鳳期の本尊釈迦如来

を歩む。
平成二十四年九月二十日昼さがり。やっ
と快い風が頬をすぎ去り、初秋を感じる。

像（国宝）は螺髪や白毫がない、人間味ある
お顔で、その男ぶりに「昔も今も 韓流
ネ！！」と思ってしまったのであった・・・・・。
事前の学習会や下見、当日の適切なリー
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古文書会

取り上げていこうとのお考えです。
古文書は難しいと敬遠されずに、どうぞ門
戸を叩いて下さい。原則、第３火曜日午後１
時半から、３時半頃には終わります。それか
らは先生を囲んで、有志だけの懇談会が始
まります。新年会は会費 500 円飲み放題（飲
み代自腹）で行います。出来れば新年会の
練習を十二月に行いたいと思っています。
楽しい会にしたいと思っていますので、興

分科会紹介（その 1）

『どうぞ門戸を叩いてください』
古文書会のメンバーは今や 20 名を越えて
います。リータの事務所では席が足りない勢
いです。これは中尾先生の独特な講義の進
め方の魅力でしょうか。
最初の頃の講義では、解釈を各人が勉強
して皆の前で紹介していました。各人のプレ
ッシャーは想像を絶していました。一字一字
がヘブライ文字みたいで、辞書で引くことも
ままならず、出席をためらう事もありました。
然し、中尾先生は我々が苦悩している姿
を見られて、先生自らプリントの読み下しと
解説をされ、更には全文を黒板に逐一丁寧
に書いて頂く様、配慮されています。何と幸
せな生徒たちでしょうか。 我々の古文書の

味を持って覗いてみて下さい。

（林 記）

資料は
伊丹に
何らか
の関わ
りがある
文献が
中心で
す。然し古文書
中尾先生の講義
だけでなく脱線して、幕臣の給与表、終戦の

かかり、奥地に来たことを実感しました。
成都という大都市は、3000 年前には古代
四川文明が発達し、2500 年前には既に城
壁で囲まれた大規模な町が造られています。
私達日本人にとっては、三国時代に活躍
した劉備と諸葛孔明のゆかりの地であること、
パンダの故郷であること、そして激辛な四川
料理の本場であることなどが有名です。
「成都パンダ繁育研究基地」は、稀少動

勅書、百人一首等、息抜きにとりあげてくれ
ます。今まで学んだ資料を手当たり次第見
てみると、「往来手形事」、「借家請状事」、「
我が身の上に飽き死んででもしまおうかと存
じ・・・」これは遊女の手紙です。「徳川家康
領知半物―覚―」、「預申す銀子事」、「関
所手形―女三人髪切り・・」、「年季奉公人
受状事」、「細川両家見聞事記」その他「離
縁状」、や「通行手形」や「若い男女が井戸

物であるジャイアント・パンダの生態を科学
的に研究し、保護や繁殖に役立てています。
見学するには、広大な敷地の中をカート
で移動します。基地の中はパンダの好む箭
竹と呼ばれる竹の林がつづき、本来の生息
地に似せて、自然に近い環境で飼育が行わ
れています。四川ジャイアント・パンダ保護
区群は、世界自然遺産として登録されてい
ます。なおパンダはネパール語で、「竹を食

に身を投げた始末記」等と世間話は今のテ
レビにも劣らず興味が尽きません。広い分野
からの資料です。中尾先生は新人が増えた
ことでもあり、今までの文献を再度、資料に

べる者」の意味で、主に竹や笹・たけのこを
主食としています。
九 寨 溝
九寨溝は成都の北西部に位置しており、

思い出の世界遺産 (８) 山内 富美子
きゅうさい こ う こうりゅう らくざん

「中国の成都・ 九 寨溝・黄龍・楽山」の巻
成 都
中国の奥地、四川省の成都までフライト
時間は５時間ほどですが、自宅から成都の
ホテルに着くまで、実際にはおよそ 12 時間
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成都より１時間ほどのフライトで九寨溝・黄龍
空港に到着します。空港場所の高度は 3500
ｍですから、気温 30 度以上の成都から 10
度以下の場所に降り立った時には、空気の
薄さと同時に思わずぞくっとして、あわてて
風を通さない上着を羽織りました。ツアー参
加者の中には、この頃から高山病の症状が
出てきた人もいました。
九寨溝というのは、この地区に九つのチベ

的なのは「珍珠灘瀑布」で、幅が 163m、落
差が 40m の巨大な滝です。珍珠とは日本の
真珠のことです。滝の水が岩にぶつかって
弾ける様子が、真珠に見えることから付いた
名前で、この巨大な滝の水しぶきは、遊歩
道まで飛んで来るほど勢いがあります。
もう一つは「諾日朗瀑布」という滝で、幅が
320m、高さが 25m の岸壁から絹糸のような
何本もの滝が流れ落ちています。

ット族の村があったことから、この名前がつき
ました。九寨の「寨」というのは「村」のことで
す。九寨溝は黄龍と共に、世界自然遺産に
登録されており、ベスト・シーズンは６月から
９月です。
専用のバスで Y 字形の三つの峡谷の中を
めぐるのですが、そこには 100 を越える湖や、
湿地や滝などが点在しています。
透明度の高い水面に、周囲の緑の樹木

九寨溝は、周囲を標高 2000m から 4500m
の山々に囲まれている秘境です。50 年程前
までは、チベット族の、そこで暮らす住民以
外は、ほとんど立ち入ることの出来ない地域
でした。今では、世界中の人々に、広く知ら
れ、中国西南部における最高の観光地とな
っています。
黄 龍
黄龍は九

や山々が美しく映える様は、見飽きることは
ありません。峡谷の一番奥にあり、海抜 3150
ｍに位置する「長海」は、九寨溝の中でも一
番大きな湖で、濃い青が特徴で、周囲の高
い山々が水面に写っているのが印象的でし
た。その下にある「五彩池」は、底の石が見
えるほど透
明度が高く、
水の色はま

寨溝から南
へ 80km の位
置にあります
黄色い龍
が伏せてい
るように見える地形から、その名が付いたと
言われています。この場所は、美しい「石灰
華」とか「鍾乳石の棚田」と呼ばれ、そこに流
れ込むブルーの水が特徴です。

るで海のよ
うなクリアブ
ルーで、自
然のものとは思えない程きれいです。その透
き通った青さは、九寨溝の中でもずば抜け
ています。そして、もう一つ紹介したいのが
「五花海」といい、湖底に多種類の藻が生え
ているところから、色々な色彩を生み出して
います。その色合いは、九寨溝にしかないと

黄龍は九寨溝よりも標高が高く、入口で
3100m、黄龍を代表する「五彩池」の展望台
の標高は 3560m です。登りは黄龍ロープウ
エイで、山頂駅までおよそ 5 分で簡単にたど
り着きました。そこから木の板の道を 2km ほ
ど歩き、黄龍古寺まで 300 段の階段を登りま
す。標高 3500m を越えた頃から「五彩池」に
たどり着くまでに、ギブアップして降りる人が
かなり出て来ます。私は幸にも高山病には

讃えられ、別名を「孔雀海」とも呼ばれていま
す。なぜなら、孔雀が羽を広げたように見え
る湖だからです。
瀑布と呼ばれる滝も沢山ありますが、代表

ならずに、太陽の光線によって見える、すば
らしく美しい水色の色彩を楽しみながら、「五
彩池」のまわりを一周し、3600m 前後の標高
にもかかわらず、快適な気分で散策ができ
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ました。その後、下へ下へとひたすら下って
行ったとき、「五彩池」以上のすばらしい景
観の池や滝が、思いもかけないほど沢山、
次から次へと現れたのには驚きました。これ
らの景観を見ることができたのは、ロープウ
エイに乗らずに、歩いて降りたからでした。
最後の１時間は、時間との勝負になり、体力
的にはかなり厳しいものになりました。薄い
空気の中で、１日に 2000 段以上の階段を、

神話博しまね見聞録

登り下りしたことも影響したと思います。しか
し、黄龍の旅は満足感と充実感を満喫した
すばらしい旅でした。
楽 山
世界遺産に登録されている楽山大佛は、
世界一大きな磨崖仏です。楽山は岷江と青
衣江と大都河の３つの河川が合流している
ので、古来から水害が多く発生していました。
この 水害を 鎮め るた め に、唐の時代の

じまりの物語（すなわち「神話の世界」）です。
日本列島の成り立ちと国造りが語られ、天
孫降臨を経て、神武天皇誕生までの日本の
「神話」が記されています。若干の異論はあ
りますが、太安万侶（おおのやすまろ）の序文
には、天武天皇が舎人（とねり）の稗田阿礼
（ひえだのあれ）に命じて誦み習わせた帝紀
と旧辞を、天武天皇の没後に元明天皇の命
令で、太安万侶が撰録し、712 年に進上した

713 年に凌雲寺の僧「海通」が大佛の建立を
思い立ちました。人を集め、物資や寄付を
募り、90 年かけ、803 年に完成しました。
楽山大佛は岩を削って作られ、その時出
た土砂を川底に入れ、急流を穏やかにしま
した。大佛建立後は水害は鎮まり、船は安
全に航行できるようになりました。岩壁に彫ら
れた
世界

と記されています。
帝紀とは、歴代の天皇の系譜、旧辞とは、
各地の氏族に口誦で伝えられた様々な伝承
のことです。なかでも、上巻は神々が織り成
す日本のはじまりの物語であり、それは壮大
なスケールと躍動するダイナミズムにあふれ、
物語として力強い迫力に満ちています。また、
登場する神々も、とても大らかで喜怒哀楽に
富んでおり、現代社会に生きる私達を惹き

最大
の石
刻座
佛で
ある
楽山
大佛は、1200 年もの間、岷江の流れを静か
に見守り続けています。座っていても高さ
71m、肩幅 28m、頭部の高さ 14m という巨大

つけてやみません。その日本のはじまりの物
語(日本神話)の重要な舞台が「しまね」です
そこで今年、古事記編纂
1300 年を記念し、出雲大社
周辺を主会場に、７月 21 日
～11 月１日までの 114 日間、
島根県内各地で「神話博し
まね」が開催されました。
島根県は出雲国、石見国（いわみ）そして

な大佛なので、全体像を見るためには遊覧
船に乗り、川の中から眺めました。
世界一の磨崖佛「楽山大佛」を実感して、
世界遺産の旅は終わりました。

隠岐国（竹島も含む）からなり、島根の名称
は松江城周辺の旧島根郡（嶋根郡）からとら
れています。
古代史が大好きな私は、猛暑（7 月下旬）

竹中稔

2012 年（平成 24 年）、日本最古の歴史書
「古事記」が編纂されてから 1300 年を迎えま
した。 古事記は上・中・下の三巻から成って
おり、712 年（和銅 5 年）に完成しました。
当会の皆様は古事記を読まれたことはお
ありでしょうか？
古事記の上巻（かみつまき）は、日本のは
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にも負けず、妻と一緒に、出雲市の「神話博
しまね」の特設会場まで足を運びました。期
待に胸を躍らせていたのですが、正直なとこ
ろ、少々期待はずれとでも言いましょうか。
まずは「神話博しまね」の特設会場の貧弱
さです。国宝などは京都などへ貸し出し中
の事もあり、見るべきものが余りありませんで
した。そんな中で印象に残ったのは、石見
神楽の舞で、これはなかなか見ごたえがあり

・同 D コース（高齢者大学 吹田）・同 Ｂコ
ース（宝塚フレミラ学舎 宝塚）・10/13（土）
岡田家（大手前大学地域文化財実習 神
戸） ・10/17（水） B コース（阪急「観光ある
き」事業）・10/19（金）岡田家（三郷町 奈
良）・10/24（水）A コース（VA 俳句会 市内）
屋外研修 ・10/15（月）行基会 木津方面
わくわく教室 ・8/28（火） 紙芝居と勾玉つくり
歴史ロ マン体験学習支援 ・8/4 （土） ・9/1

ました。また、特
設会場の隣にあ
る出雲大社は来
年 5 月の 60 年
ぶりの本殿遷座
工事のため、仮
本殿での参拝と
なり、残念なことこの上もありませんでした。
本見聞録とは外れますが、ついでに訪れ

（土）・10/13（土）
どんぐり座公演 ・9/4（火）春日丘センター
・9/29（土）三軒寺前広場
有岡城跡 の清掃 ・8/28 （火） ・9/25（ 火） ・
10/23（火）

たのは世界遺産の石見銀山･･･ほんの一部
でしたが、さすが世界遺産、またゆっくりと見
学したいものです。
しかしながら、とにもかくにも、この夏の厳
しい暑さが骨身にこたえた旅でありました。

案内ガイド・11/6（火）有岡城跡他（三田観
光ボランティア 三田）・11/9（金）岡田家（伊
丹ユネスコ協会 市内）・11/16（金）岡田家
（真庭商工会 岡山）・11/18(日)Ａコース（阪
急「観光あるき」事業）・11/27（火）岡田家
（阪神地区自治会連合会 市内）・12/4（火）
Ａコース（陶火歩こう会 吹田）・12/14,21（金）
A コース（NHK 文化センター高松教室 香川）
秋季バス研修旅行 ・11/20（火）徳島方面

今後の予定 （11 月～１月）
定 例 会 ・ 11/13( 火 ) ・ 12/11( 火 ) ・ 1/17
（木）スワンホール

活動記録 （8 月～10 月）
定例会 ・8/14(火) ・9/11（火）・10/9（火）

ロ マ ン 事 業 支 援 ・ 10/27( 土 ),28( 日 ) 、
11/3(土),4(日) 「有岡城跡・伊丹郷町」の昔
のお家をつくって飾ろう
歴史ロマン体験学習支援 ・12/8（土）扇をつ
くろう ・1/19（土）古代の楽器をつくろう
どんぐり座公演 ・11/11（日）ボランティア祭り
有岡城跡の清掃・毎月第４火曜日 9:30～
文化財保護協調月間一斉清掃 ・12/1（土）

案内ガイド ・8/8（水）岡田家（Ｆ友会 西
宮）・8/16（木）岡田家（関西大学社会学部
西宮） ・8/24（金）Ａコース（シニア自然大学
そら組Ａ 茨木）AM、PM ・9/19（水） Ａコー
ス（五月会老人クラブ 宝塚） ・9/27（土）岡
田家（ウィングル尼崎センター 尼崎） ・9/29
（土）市内文化財めぐり西国街道を歩こう ・
10/3（水）岡田家（伊丹特別支援学校 市内）

編集後記
暑く長い夏がようやく終わり、いよいよ秋本番、待ってましたとばかり各種行事が目白押
し。会員の皆様も忙しくされていることと思います。お互い健康に留意して無理のないように
ボランティア活動に励みましょう。
（Ｔ Ｍ）
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