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「住みなれた伊丹に、こんなに史跡がある

黒田官兵衛幽閉の地

ことを知り、ガイドをしてもらって理解が少し深
まりました」と話されました。その横で奥様もう
なずかれていました。

“有岡城跡”からスタート！
～第 18 回文化財ボランティア養成講座
市内史跡めぐり～
3 月 20 日（水・祝）、文化財ボランティア養
成講座（市社会教育課主催）を締めくくる「市
内史跡めぐり」が行われました。
一般参加者３８名に加え、文化財ボランテ
ィア会員１４名の合計５２名が参加しました。
「官兵衛幽閉の地“有岡城”から“伊丹廃
寺”まで」と題したガイド資料を携え、市内史
跡めぐりに出発しました。
（今回のガイドコース）
有岡城跡→大溝筋→旧岡田家住宅・酒蔵→
猪名野神社（神社のあらまし・鬼貫句碑・きし
の砦）→伊丹緑道（白洲屋敷跡）→伝和泉式
部の墓→辻の碑→西国街道・伊丹坂→臂岡

受講生のみなさんは、今日の市内史跡め
ぐりに向けての資料の作成、ガイド説明の工
夫、そしてガイド練習を重ねるなど、準備に
余念が無かったことでしょう。初めてのガイド

天満宮→緑ヶ丘公園→伊丹廃寺跡
伊丹緑道では満開のヒガンザクラに目をう
ばわれ、緑ヶ丘公園では名残りの梅が薫り、
知的好奇心のみならず、視覚・嗅覚からも刺
激を受けた史跡めぐりとなりました。
初めて史跡めぐりに参加されたという、年
配のご夫婦に感想を聞いてみました。伊丹に
生まれ育って７０年近くになるというご主人は

本番では、アドレナリンがかなり出たことと思
います。ほんとうにお疲れ様でした。この経験
を今回のみに終わらせず、今後もボランティ
アガイドとして、会員一同と共に活動されるこ
とを期待しています。
今回の史跡めぐりに同行して、私もガイド
をする上で大切なことは何かを考える、有意
義な時間をいただきました。
（藤原 記）

有岡城跡でガイド

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）
「住みなれた伊丹に、こんなに史跡がある
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有岡城城主荒木村重と黒田官兵衛について
～文化財ボランティア養成講座～
２月１９日（火）、第１８回文化財ボランティア
養成講座の４回目として「有岡城城主荒木村
重と黒田官兵衛について」が開催されました
講師は関西大学非常勤講師天野忠幸氏、
養成講座受講生の他に当会員４０数名その
他一般の参加者もあり、机が足りないほどの
盛況ぶりでした。
天野講師には歴史学的な見地により、有岡
城と黒田官兵衛に関わる話題を取り上げ、解
説していただいた。

福寺）を結びつけ、官兵衛は幽閉により足を
悪くしたという説があります。
しかし片膝を立て、半身に構える姿勢は当
時の文人画によく見られ、この図をもって官
兵衛（如水）は足を悪くしたという証拠にはな
りません。
牢獄はどこにあったのか
金子堅太郎『黒田如水傳』大正５年（1916
年）によると、「官兵衛が幽囚せられたる獄舎
は有岡城の西北の隅にありて、其の後ろに
は、水底深き溜池あり、又其の三方は、竹薮
を以って囲まれたれば、太陽の光りを見るこ
とは能はず、土地陰鬱にして・・・」と書かれて
います。有岡城の主郭東面、北面は猪名川、
駄六川の湿地に面するので、話しの内容は
当らずといえども遠からずであるが、この記述
の明確な根拠は不明です。
また「藤の媺蔓（わかづる）、獄舎の柵を伝い

官兵衛は幽閉されて足を悪くしたか
官兵衛のひ孫にあたる筑前国福岡藩３代
藩主黒田光之の命により、儒学者貝原益軒
が「黒田家譜」を貞享４年（1687 年）に編纂し

攀（よじり）て、新芽を吹出し、頓（やが）て紫の
花咲出て、官兵衛に向って
未来の瑞祥を告ぐるに似た
り」の一節は、筑前古老の話
としてボヤカシているが、お
そらく後世の創作でしよう 黒田家の家紋 藤巴
黒田家譜は藩祖を称え、
理想化するのが目的で編纂されたものです。
また金子堅太郎は福岡藩（黒田藩）出身の

ました。その中に、「・・・孝高（よしたか）猶獄
中に居給ふを見て、牢の口の鎖を打はなし、
孝高を出しけれども、久しく籠居し給し故、力
よハり足すくみて
行歩かなハ・・・」と
いう記述がありま
す。孝高（官兵
衛）が牢獄に幽閉
され、劣悪な環境

明治期に活躍した官僚、政治家であり、やは
り藩祖を称える立場であったことは否めませ
ん。
文化財ガイドとして
それでは文化財ガイドとして、ガイド依頼者
からこれらの質問を受けた場合、どのように
説明するか。文化財ガイドを自負する手前、
“講釈師、見てきたような嘘をつき”というわけ
にはいきません。史実に基づき、不明な点は

で足を悪くしたと
のことです。この
記述と片膝を立て
た黒田如水像（崇

ハッキリ不明であると伝えるべきでしょう。
ただし過ぎ去った過去の姿を想像し、思い
を馳せるのは歴史のロマンであり、歴史を学
ぶ楽しみであると思います。
（松田 記）

熱心に聴き入る受講者

黒田如水像（崇福寺）
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賞」を得ました。
「でんくう案内人」は播磨・姫路地区を主に
紹介し、黒田官兵衛についても触れていまし
た。「大河内高原観光ガイド」は、神河町の
峰山高原（ノルウエイの森のロケ地）付近を
中心に紹介し、「魅力あるツーリズム賞」を取
りました。「ツーリズム西宮楽らく探検隊」は、
関学や神戸女学院のある上ケ原台地に焦点
をあて、「奨励賞」を与えられました。

ひょうご観光ボランティアガイド発表会
第 6 回を迎えたこの会は２月２８日（木）、
兵庫県民会館で催され、私たち文化財の会
員１０名が出席し、揃いのユニホームを着て
大いに盛り上げました。

最後に「ＮＰＯ法人アルファグリーンネット」
は、グリーンガーデン淡路の景観と四季折々
の珍しい樹木とその成長を紹介して、最優秀
賞の「兵庫県知事賞」を獲得しました。
県下には 70 以上の観光ボランティアの会
があり、その多くが参加したこの会では、名産
品の紹介や、活動情報の交換、そして多くの
ガイドマップやパンフレットが用意され、とても
意義深いイベントでした。今後、私たちのガイ

参加会員の皆さん

今回は伊丹市文化財ボランティアの会とし
て、瀧内和之さんが「荒木村重と有岡城」とい
うテーマで初めて発表しました。なかなか興
味深い内容で、参加者を魅了していました。
伊丹には旧岡田家住宅、伊丹廃寺、昆陽池、
スカイパークなど沢山の観光スポットがあり、
これらの紹介も予定していましたが、時間制
限のため充分触れることが出来ず、少し残念
でした。
全体で９グループが発表し、すべて映像を
使って理解しやすいように、また、観光地の

ド活動の向上に資するために、とても貴重な
体験だったと思います。
（山内 記）

魅力を伝えるように、工夫されていました。

伊丹郷町界隈を歩きました。PR のおかげか
５３名もの参加がありました。遠くは滋賀県甲
賀市、京都、吹田、高槻方面からも参加され

「伊丹はきれいな町ですね」
～第３回 阪急神戸線観光あるき～
３月２日（土）、前日吹き荒れた春一番が再
び寒波を連れてきました。寒風と時おり小雨
に見舞われましたが、まずまずの天候の中、

「宝塚文化財ガイドソサエティ」は「すみれ
の花咲く頃」の歌で始まり、宝塚大劇場や武
庫川にかかる橋の周辺を紹介していました。
「ＮＰＯ法人ＫＯＢＥ観光ガイドボランティ
ア」は「風見鶏の館」を中心に、また「龍野ふ
るさとガイド」は、赤とんぼの作者三木露風の
歌碑や銅像などのある文学の道を中心に話
し、両者共に「兵庫ツーリズム協会理事長

猪名野神社でガイド
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ており、３つの班に分かれて伊丹駅を出発し
ました。
今回のコース
〔集合〕阪急伊丹駅→猪名野神社→金剛院
→みやのまえ文化の郷→有岡城跡→本泉
寺→荒村寺→墨染寺→三軒寺前広場→阪
急伊丹駅〔解散〕
吹田・高槻からお越しのご婦人から嬉しい
言葉をいただきました。「伊丹に来たのは二

抜けて緑ヶ丘公園へ到着、公園内の純和風
建物、鴻臚（こうろ ）館の庭をぐるりと一周、筍
が先端を地面から覗かせていました。
伊丹廃寺跡の資料を示しての説明では皆
さん熱心に聴いておられた。
次いで今回コースの目玉である瑞ヶ池公
園のワシントン里帰りの桜、昨日の風雨でも
散らずに残っていたのはラッキーでした。
たんたん小道では通り抜けで有名な桜の名

度目です。前回は気ままに散策しただけでし
たが、今回ガイドの方に案内してもらい、伊
丹のことがよくわかりました」そして「伊丹はき
れいな町ですね」とおっしゃいました。
自分の住む見なれた町並みで、あたり前に
そこにある光景が「きれいな町」であることを
あらためて気づかせていただきました。
三軒寺前広場では「緑と花のフェスティバ
ル」が開催されており、寒風の中、そこだけ春

所、造幣局にあるのと同種類の桜がたくさん
見られ、「造幣局にいかんでもここで見れる
わ」という声が聞こえました。まずはゆったりと
した気分で桜見物が出来ました。

が訪れていました。

（藤原 記）

桜と緑の回廊をガイド
～第４回 阪急神戸線観光あるき～

瑞ヶ池公園 里帰り桜の下で

４月７日（日）は春の嵐の翌日でした。余波
の風雨を心配しつつ、参加予定の５０名に対
応するため、当日は会員１８名を動員したも

ところが昆陽池の東岸に出たところ、昆陽
池を渡ってくる強い西風にさらされました。帽
子が飛ばされぬよう手で押さえながら、黙々

のの、前日の荒天が影響したのか参加者は
２９名でした。
今回コースは昨年１０月の第１回と同じで、
桜の開花時期に合わせて実施しました。
みやのまえ文化の郷→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→瑞ヶ池
公園→昆陽池公園→阪急伊丹駅
岡田家で１，２班いっしょにビデオを見た

と耐え忍んで歩きました。ようやく昆陽池公園
の掲示板前に到着したのが１３時頃でした。
今回の観光あるきのＰＲパンフレットには所

後、住宅内を見学、庭のしだれ桜の花ビラが
舞い散る所で記念撮影をする人がいました。
猪名野神社では社殿前で説明して、境内
を巡りました。伊丹緑道の新緑の回廊を潜り

昆陽池公園にて
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要時間は３時間となっており、これをかなり超
過することが気がかりでした。しかし参加者か
ら直接的に不満はなかったし、アクシデントも
なくよかったです。出発前にていねいに説明
して、理解を得ていたからと思います。
また参加者は大半が伊丹市民で、市外か
らの人も尼崎、宝塚、川西、猪名川町、吹田
などの近場の人でした。何人かおられたリピ
ーターの方は冗談を言って場を和ませてくれ

んで公演しています。
依頼先は、福祉団体、老人会から小学校、
幼稚園までさまざまで、公演を実に熱心に観
て頂き、小学生の的を射た感想には感心さ
せられます。

ました。ガイド全体については、お礼の言葉
で次回参加を約束された人もいて、好評だっ
たと思います。アンケート結果を見せて頂き、
参考にしながらより良いガイドを目指します。
（富永 記）

どんぐり座

分科会紹介（その３）

舞台裏のスタッフの皆さん

伊丹という地域に興味を抱き、楽しそうに
「よかった、よく分かったよ」と云ってもらえる

昔の夢を育てよう、楽しく参加を！
どんぐり座の始まりとして、平成１７年８月に
「ペープサートと紙芝居の３作品」を初演しま
した。伊丹の文化財や、昔話、民話を分かり
やすく地域の皆さんに知って貰うために。
脚本から人形、紙芝居の構成、作画一式
を座員で製作、練習をして、学校、自治体他、
地域グループの皆さんのご要望に応じて、出
前公演をしております。

事に、やりがいを感じています。
成年者に感慨を、これからの地域を担う児
童に夢を育てるボランティアに、楽しく参加し
ませんか！“会員の皆さん入座歓迎”
（柴田 記）

真木和泉の生き方

（その 1）

王政復古を説き「今楠公」と称された勤皇の志士
（全３回）
濱田 辰洋
まきいずみ 文化 10 年（1813 年）～元治
元年（1864 年）幕末の尊攘派の志士、久留
米水天宮神官。弘化元年（1844 年）水戸遊
学後、久留米藩内に尊攘派を結成、藩政改
革を企てたが失敗し蟄居。文久２年（1862
年）脱藩、上京直後、寺田屋の変で再び久
留米藩幽閉となる。翌年許され上京、三条実
美らと倒幕挙兵を画策したが、「八月十八日
の政変」により長州へ退去。元治元年（1864
年）長州藩兵とともに上京し、幕府軍と戦った

小学校へ出前公演

紙人形劇(ペープサート)６作品と紙芝居 12
作品を保持しており、公演依頼があると年代
に応じた作品を選んで貰い、舞台装置を運
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が破れ、天王山で自刃。
昨年の夏、「真木和
泉に学ぶ」のテーマで
対談があり、寺田一清
（岸城会代表）師匠に
随行させてもらった。
対談後、福岡県久
留米市にある水天宮
を案内してもらう。敷地

りません。水天宮に正式に就任すると、学問
に造詣が深い和泉守を慕って、近隣から多く
の名士が集まるよう
になりました。その後
も和泉守の向学心
は些かも衰えること
なく、和漢の学問に
励み、三十二歳の
時には念願の水戸

内の一角に和泉守の
真木和泉
自刃 130 年を記念して
平成 7 年にできた顕彰記念館があります。
遺文や遺墨、武具、衣装など二百点が展
示され、ここを訪れた方は何十冊におよぶ写
本、書簡などをご覧になると一様に、和泉守
の学殖の豊かさに驚かれます。
記念館を見学後、この人物をもっと知ろうと
心が動きました。現在放映中の NHK 大河ド

遊学を果たすので
す。
大楠公像 横山大観
水戸遊学
そして吉田松陰先生がそうであったように、
水戸学の学びが和泉守の忠誠心をより強固
に揺るぎなきものにしたと思われます。当時、
会沢正志斎（せいしさい）、藤田東湖（とうこ）ら
の名儒を生み出した水戸学は志高い日本の
若者たちから大きな注目を集めておりました

ラマ「八重の桜」にこの人物が登場していま
す。
人生を決めた「絵本楠公記」
和泉守は江戸時代末期の文化 10 年（1813
年）、鎌倉時代に創建された水天宮の神職
の家に生まれました。幼少期から学問と武芸
に熱中し、とりわけ「絵本楠公記」という楠木
正成公の一生を描いた絵本は愛読書として
繰り返し繰り返し読んだと言われております。

和泉守は少年期より水戸光圀の「大日本
史」を学び、それは歴史観の形成、物事の判
断に絶対的ともいえるほどの影響を与えまし
た。資料館には少年の日の和泉守と友人た
ちによって書き写された何十冊もの「大日本
史」が収められています。膨大な同書をどの
ような気持ちで写し学んだか、それを思うだ
けでも情熱に圧倒される思いがしました。
水戸遊学を決意したのは、その前に遊学

王政復古を一途に願う精神的基盤はこの
時に端を発すると言えましょう。以来、和泉守
は「嗚呼楠子の忠義蓋し天下一人なり」と述
べるように、終生、楠公を誰よりも尊敬し続け
ます。やがて地元の国学者たちに就いて国
学や漢学を学び、日本古来の学問や和歌に
親しむまでになりますが、十一歳の時、父親
の旋臣（としおみ）が流行り病で急逝、すぐに
家督を相続した和泉守は悲嘆に暮れる母、

していた友人が持ち帰った正志斎の「新論」
（国体篇）を読んでいたく感激し「この人のも
とで水戸学の真髄を学びたい」と強く願った
ためで、正志斎の門弟として一週間、親しく
教えを受けております。正志斎も見どころある
青年だと思ったのでしょう「其の人、志気俊爽
（しきしゅんそう）、器識有り、善く古今の情勢を
談ず」と和泉守を高く評し、その後も新刊を
送って読むように促す」など師弟の親睦を深

柳子（りゅうこ）を支えるのです。二十歳の時に
は京都に上り、大宮司の免状を受けます。こ
こで朝廷の直臣としての官位を得たことで、
皇室への思いが一層高まったのは間違いあ

めています。ついでながら、王政再興を本質
とするこの水戸学の伝統は、後に正志斎の
薫陶を受けた松蔭先生、和泉守によって行
動に移されるようになるのです。
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（その１ 完）

竹本 章
私が伊丹の歴史に関心を持ったきっかけ
は、有岡城を訪れたポルトガル人宣教師フロ
イスが「甚だ壮大にして見事なる城」と書き残
した言葉でした。残された惣構えの遺構、砦
跡などを回り、さらに織田軍が築いた付城の

へ一里半」にこだわっています。実際に歩い
てみると 9.5km あり、もともとここにあり、一里
半は参道入り口迄の距離か、軍需工場大阪
機工建設時に川西市久代からここに移設さ
れたのかを調べてみたいと思っています。
当会入会をきっかけに神社仏閣の文化財
を拝見出来る機会もあるとのことです。まずは
頂いた資料の整理から始め、復習し、インタ
ーネット、図書館等での勉強でその社会的・

場所を回ることで、有岡城の戦いの規模や歴
史的な意味を考えるようになりました。そして
廃城後、酒造りによる復興と繁栄。伊丹の歴
史に触れていくほど様々な魅力に溢れた街
であると感じ、この街が大好きになりました。
と同時に歴史の跡や文化財などを守って
いかなければいけないと思うようになりました
先人達が築き守ってきた歴史を受け継ぎ
次の世代に手渡していく、そんな役割の一助

文化的背景に思いをめぐらせ、確かな知識
で市民の皆様に自信を持って解説出来る様
頑張るつもりです。
北窪 正吉
足掛け３か月の文化財ボランティア養成講
座を振り返ってみました。第１回は１月２９日
（火）開講の挨拶、受講生自己紹介の後、
「文化財とは」の問い掛けから始まって第５回
まで毎週火曜日、伊丹市博物館長、大学講

となれればと思っています。
山岸 一人
忘れもしません昨年の夏、リタイアして何
急ぐことなく『ことば蔵』から出て、足は何故か
猪名野神社に向かっていました。ゆったりし
た気持ちが境内を一回りさせ、思いがけなく
北からの側道に入っていきました。
そうです『緑道』です。伊丹に移り住んで５０
年、こんな自然が残っている場所があったこ

師の先生方、また社会教育課の方々のお話
を伺いました。第６回で史跡めぐりの準備とし
て受講生各人のガイドポイントを決め、第７回
でガイド下見、そして第８回、３月２０日（水・
祝）はガイド本番、３０名の一般参加者を前に
して受講生全員、臆することなく研修の成果
を披露することができました。入会登録に迷
いはありませんでした。或るボケ防止５か条
の最後に、ボケないためには趣味の楽しみを

とに感動です。そんなときに伊丹市文化財ボ
ランティア養成講座があることを広報で知りま
した。おかげ様で今は有岡城跡から梅林の
公園まで、その時々の歴史を辿って歩いて
います。終わりに一言、荒木村重は素晴らし
い武将ですよ。そのお陰で来年の大河ドラマ
が生まれたのです。
佐野 弘
私はウォーキング好きで、山歩き、街道歩

持ち、旅の好きな人とあります。不純（？）な
入会動機で心苦しく思っています。春季研修
バス旅行を今から心待ちしています。
津田 剛男
小生は今年で８０歳です。満６４歳まで尼崎
の小さい製造会社で働き、退職後、梅ノ木自
治会長を３期６年務めました。それ以降は無
為に過ごしてきましたが、自分に出来ることで
人のためになることはないものかと探しており

き、堤防歩きをしています。また市内の道標
をたよりにルートを探りながら、六甲石宝殿、
有馬温泉、中山寺、小浜宿へと歩いていま
すが、辻の碑前にある道標「従是多田御社

ましたところ、市の広報で文化財ボランティア
の養成講座を見つけ、自分でも努力すれば
可能ではないかと、参加させていただきまし
た。小生は若いときから日本の武将の本が好

皆さんよろしく 新会員 18 期生
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きで、とくに戦国時代、織田信長、豊臣秀吉
徳川家康を愛読してきました。しかし伊丹の
歴史は初めてです。有岡城、酒造会社には
興味津々です。有岡城跡の清掃には協力し
たいと思っています。最近、年のせいか物忘
れが多くなりましたが、精一杯努力致します
ので、先輩の皆様方のご指導をよろしくお願
い申し上げます。
須佐美 米子

活動記録（2 月～4 月）
活動記録（２月～４月）
定例会・2/12(火) ・3/12（火）・4/9（火）総会
案内ガイド ・2/13(水)Ａコース（ダイワハウス
奈良支部散策クラブ 奈良）・2/24(日)A コー
ス（関西城郭研究会 神戸）・3/2(土)A コース
（にれき会 川西）・3/7（木）岡田家（中山台ボ

私は尼崎で生まれて育ち、６年前に伊丹
に引っ越すまでずっと尼崎に住んでいました
伊丹の住人になりましたが、住み慣れた尼
崎に買い物に行き、行動範囲もほとんど変化
がない生活に「伊丹に住んでいるのに」と疑
問を感じていました。伊丹のことを知りたいと
思っていたので、文化財ボランティア養成講
座のことを市報で見つけて、すぐに申し込む
ことにしました。ＮＨＫの大河ドラマを見るくら

ランティア交流会 宝塚）・3/9(土)Ａコース（ニ
ユーワンデイハイキング会 川西）・3/23(土)Ａ
コース（ぶらり旅茨木 茨木）・3/27(水)Ａコー
ス(郷土歴史クラブ 三田) ・3/30(土)Ａ・Ｂコ
ース（ファミールハイツハイキング 大阪）・4/5
（金）Ｂコース（老人アウトドアライフ 茨木）
歴史ロマン体験学習支援
・2/23（土）平安時代の絵本をつくろう ・3/16
（土）平安時代のあそびをしてみよう・4/20（土）

いで歴史に興味もなく知識も全然ありません
でしたが、講座で聴く話はとても新鮮でおも
しろかったです。そして、有岡城跡から伊丹
廃寺まで史跡めぐりのガイドを経験しました。
ガイドをするのは嫌でしたが、説明を聞きな
がら歩くのは楽しかったです。
ボランティアが務まるか心配ですが、「仲良
く、楽しく」参加できたら嬉しいなあと思ってい
ます。よろしくお願いします。

管玉でブレスレットをつくろう
有岡城跡の清掃 ・2/26(火)・3/26（火）
・4/23(火)
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岸
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今後の予定（5 月～7 月）
定例会・5/14(火) ・6/12(火) ・7/9(火)
案内ガイド ・5/17（金）Ｂコース（KSC れきた
んクラブ神戸） ・5/23（木）Ｂコース（武庫ネイ
チャークラブ 西宮） ・5/24（金）Ａコース（身
体障害者福祉協議会 羽曳野）
屋外研修
5/21（火）春季バス研修旅行 朽木熊川方面
5/31（金）木曜班屋外研修 高槻方面
歴史ロマン体験学習支援（スカイパーク）
・5/11（土）鏡をつくろう ・6/8（土）万華鏡を
つくろう ・7/6（土）コインをつくろう
有岡城跡の清掃
・5/28(火)・6/25（火）・7/23(火) 9：30～

編集後記
桜が咲いたかと思うとやがて散り、目にも鮮やかな若葉の季節になりました。この一年で
退会された方、そして新たに入会される方で顔ぶれが入替わり、新年度が始まります。
会員の皆様は健康第一で楽しく活動しましょう
（T M）
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