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のないよう、最後まで皆様に楽しんでいただ

満開の荒牧バラ公園へ
～第５回 阪急神戸線観光あるき～
５月１８日（土）晴天のもとで実施した今回
の観光あるきは、伊丹の５回目にあたり、昨
年１０月から始まった「阪急観光あるき」の最
終回です。参加者数は５１名と盛況でした。
＜今回のコース＞
阪急伊丹駅→西国街道→博物館→昆陽池
公園→中野街道→鴻池神社→慈眼寺→鴻

けるようにと心がけて、阪急伊丹駅を午後１
時に出発しました。
市街地を抜けるまでは道路の照り返しが
強く「この先どうなることか・・」と案じられまし
たが、昆陽池公園に近づくにつれ新緑をゆ
らして吹く薫風に癒され、ガイド地点の寺社
では巨木に迎えられ、ほどよい休憩を取りな
がら、足取りは順調に進みました。
天日神社

池稲荷祠碑→容住寺→天日神社→荒牧バ
ラ公園（一次解散）→阪急山本駅
盛りだくさん
の長い距離を
歩くコースです。
（約 4 時間 8．6
㎞）
一週間前の打
合せの時には

を後にして、
甘い香りに
誘われて春
バ ラの咲き
誇る荒牧バ
ラ公園に到
着。午後４
鴻池稲荷祠碑にて
時を過ぎて
いましたが、大勢の人達でにぎわっていまし

雨の予報で、交
通整理などいろ
いろ心配しまし
た。しかし当日
はなんと真夏の
ような強い陽射
しが降りそそぎ、
熱中症や事故

た。予定の時間より早く着くことができ、ゆっく
りと満開の美しい春バラを楽しんでいただけ
ました。ここで一次解散としました。いつもお
顔を拝見するリピータの方が「いつも満足さ
せてもらっているが、今回は特に満足した
わ！良かったありがとう！」と笑顔でお声をか
けて下さいました。歩き疲れた体に「とっても
良い栄養剤」となりました。
（古結 記）

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）
1

富なことを説明して下さった。観光客馴れし
ているようで、ほほえましかった。
つぎの熊川宿では私達は２班に分かれ、
女性ボランティアガイドが 50 分間案内して下
さった。天正１７年（1589 年）浅野長政は熊川
が交通と軍事の重要拠点であることから、宿
場町とした。多いときには１日千頭もの馬がこ
の街道を行き交い、賑わったとのこと。平成
の水百選の「前川」という幅１メートルもない

鯖街道の宿場町～湖西の
名所旧跡へ～春季バス研修旅行～
５月２１日(火)、春季バス研修旅行は若狭
と京都を結ぶ「鯖街道」の朽木（くつき）宿と熊
川宿、朽木の名刹興聖（こうしょう）寺、高島市
のマキノピックランド、琵琶湖畔の白鬚神社を
巡った。天候もよく、交通渋滞にも遭わず新
緑の山々、薄紫の藤の花が目に優しかった。
最初に訪れた興聖寺では住職から寺の由
緒、沿革について詳しく楽しい説明があった
鎌倉時代から明治まで 600 年以上続いた
武家は、この寺を檀那寺とする朽木家と薩摩
の島津家だけとのこと。朽木家の前身、佐々
木信綱の家来 60 軒だけを檀家として、所有
地 3000 坪から始まり、明治の廃仏毀釈の厳
しい時代を経て現在に至っている。

水路が家並みの前を流れている。流れには
コロコロと回る「芋洗いの道具」があり、家の
玄関脇には長い柄杓が置いてあった。

国の名勝に指定されている庭園は、室町
時代１２代将軍、足利義晴が京の戦乱から逃
れて朽木家を頼ってこの寺に３年の滞在中、
慰めに作庭献上したものである。後の時代の
千利休や小堀遠州が見に来て、桂離宮の庭
園づくりの参考にしたという。
寺を辞した後、「住職さんのガイドが上手だ
った」と皆が口を揃えて感心した。

熊川宿でガイドを受ける

二つの宿場町の情緒を味わった後、高島
市マキノ町にある農業公園ピックランドへ行
った。隣接するメタセコイアの並木は昭和５６
年に植えられて、10m 以上の高い樹木に成
長し南北２km、500 本の並木の景観は「新日
本の街道 100 選」にも選ばれている。
最後に訪れた白鬚神社は近江国最古の
神社で創建 1900 年と伝わる。全国 290 社の
総本社で、本殿は昭和 13 年に重要文化財
に指定されており、いかにも古めかしかった。
湖岸から５８m の湖中に鳥居が建ち、近江
の厳島神社といわれている。ただし本殿と鳥
居は国道 161 号線で分断され、疾走する車
の騒音が歴史ある神社の趣をそぐのが、いか

興聖寺にて

鯖街道の朽木宿はこじんまりと静かであり、
のどかな田舎の道筋という感じ。散策中の私
達２～３人をその辺りに居た主婦が、自分の
家の水辺まで連れて行き、水がきれいで豊
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にも残念であった。
総勢４２名でバス旅行ならではの研修がで
きました。お世話になった皆さんありがとうご
ざいました。
（富永 記）

いましろ づか

今城塚古墳・古代歴史館
～ 木曜班屋外研修 ～
雨天延期になっていた木曜班屋外研修は
５月３１日(金)、２７名が参加して、高槻市の
今城塚古墳・古代歴史館を見学しました。古
墳・古代歴史館を含む今城塚古墳公園は、
平成１６年から整備工事を開始して同２２年
に完成しました。

膨大な数の埴輪は近くの新池埴輪工房で

『史跡今城塚古墳は、三島平野のほぼ中
央に位置し、淀川流域では最大級の前方後
円墳です。西向きの墳丘の周囲には二重の
濠がめぐり、総長約 350 メートル・総幅約 340
メートルをはかり、日本最大の家形埴輪や精
緻な武人埴輪が発見されています。今城塚
古墳は、531 年に没した第２６代継体天皇の
真の陵墓と考えられ、古墳時代の大王陵とし
ては唯一、淀川流域に築かれた古墳です。』

作成されました。また石棺に使用した凝灰石
の材料は、奈良、兵庫、熊本県など、広い地
域から調達しており、古墳造営の強大な権力
の程が伺えます。
その後千余年を経た戦国時代には、墳丘
に城砦が築かれ、また文禄５年（1596 年）の
伏見地震で墳丘が崩壊していたことが、整備
工事の調査で判明しました。
１か所滞在型の屋外研修でしたが、十分

古代歴史館前にて

に見応えがある内容でした。

<高槻市インターネット歴史館より>

（松田 記）

大阪都島界隈の散策
～ 金曜班屋外研修 ～
金曜班による６月の屋外研修は「毛馬の閘
門・春風馬堤曲の地・鬼貫の供養碑等々を
訪ねましょう」との誘いで、水の都大阪、都島
界隈を散策しました。
全行程５キロ程度の間に、見どころ１１か所
と豊富で、効率的な散策でした。ここで訪問
したおもな個所を振り返ってみましょう。
渡辺綱駒繋ぎの楠
10 世紀の末、この
周辺を領地として
いた源頼光は一族
の武神八幡大神を
祀り、産土神社を

このような大規模な古墳が発掘調査、公開
されている例は珍しく、これは今城塚古墳が
これまで御陵と認定されなかったからです。

創建し、楠を植え
ました。頼光の四
天王の一人で、こ
の地を統治してい

埴輪祭祀場
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天を突く枯死の大楠

た渡辺綱が、土産神社に詣でるとき、この樹
に馬を繋いでいたといわれます。この楠は見
上げるばかりの大木ですが、惜しくも戦災で
枯死しています。
蕪村公園
与謝蕪村といえば、私たちがいつも目にし
て、お客様にも紹介する上島鬼貫の画で馴
染みの俳人、画人です。
『やぶ入りや 浪花を出て 長柄川』

歴史を知ろう会（歴史会）

『春風や 堤長うして 家遠し』 これらの句
で始まる長編詩「春風馬堤曲」は、一人の女
性が薮入りで毛馬堤を故郷へ急ぐ情趣を、
彼女に代わって記すという設定で、蕪村自身
の郷愁の念を綴ったものです。
広々とした公園で蕪村の書画や句を解読、
吟味しながら毛馬堤の光景を思い浮かべる
ひとときでした。
毛馬の閘門（こうもん）

て行基菩薩に関する資料の取りまとめを継続
することをサブテーマに、新たにメインテーマ
として伊丹地域を中心とした、北摂およびそ
の周辺地域の歴史を座学・遊学を交えて楽
しく学んでいくことになりました。
上記のような歴史会の趣旨に伴う実際の活
動を企画運営する事務局（世話人グループ）
を一新して、世話人グループのメンバーであ
る足立茂夫氏の顔の広さなども活用し、平成

大阪市内を洪水から守り、上流と下流の船
便のため建設されたのが毛馬閘門と洗堰で
す。ここでは幸運なことに閘門に砂利船が集
結し、８隻揃った時点で後ろの閘門が閉じら
れ、続いて、前の閘門をオープン。船が無事
大川に繰り入れるといった光景を目にするこ
とができました。

25 年度 4 月より通称「歴史会」として活動を開
始しました。
原則、毎月第３月曜日を会合日（８、１１、１月
は休会）として、座学は阪急伊丹駅３階「リー
タ」で 13:30～15:30 という要領で活動してい
ます。現在会員数は 19 名です。新規大募集
を通年行っております。
（竹中 記）

分科会紹介(その４)
平成 20 年に当会の分科会として、行基菩
薩の生涯と足跡、そして伊丹台地との関係を
調査研究する「行基会」を発足しました。
参加された会員各位の積極的な活動によ
り、平成 24 年度をもって会の目的としていた
成果が得られました。そこで会員の総意とし

歴史ロマン体験学習をサポート
社会教育課主催で月に１回、スカイパーク
に 20 人ほどの子供たちを募り、勾玉、象形
文字、雛人形、兜、古墳時代の装飾品、貫
頭衣、埴輪粘土細工、絵巻物、貝合わせ等、
季節に応じて色々な時代の典型的な物にな
ぞらえて、手作り作品を教えます。当会の参
加行事にはめずらしく、参加される父兄は若
い人ばかり、集まる子供たちは 21 世紀生ま

淀川大堰を背景に

鶴満（かくまん）寺
境内奥の墓地には鬼貫供養碑 「おもしろ
さ 急には見えぬ すすきかな」があり、これは
文化９年（1812 年）大阪の俳人田原菊翁が

れ、当初は子供たちの会話内容や学校の様
子の違いに世代の差で戸惑いを感じていま
したが、おいおい慣れてきました。
こちらの意図とはうらはらに子供たちのデ

鬼貫 75 回忌に建立したものです。古色蒼然
とした趣のある碑ですが、剥落の度合いが激
しく、句のほとんどの文字が欠け落ちている
のが残念です。

(永野 記)
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ザインはスーパーマリオ、ポケットモンスター、
ト音記号といった現代っ子が慣れ親しんだも
のになりがちです。イメージがつかみにくい
時に父兄
はスマホ
で検索し
て写真を
探した
り・・・、

怯むことはあり
ませんでした。
「山梔窩（くちな
しのや）」と呼ば
れる小さな庵を
建て、自炊しな
山梔窩（くちなしのや）
がら勉学に精を
出し、周辺の志ある若者たちに学問を授けま
した。『国史略』によって我が国の歴史を教え

「肥後の
守」で竹トンボを削っていた私たち世代と大き
く異なりますね。日頃便利な物が溢れる時代
ですし、子供から危険なものを遠ざけていま
すが、安全な使い方を教えれば子供たちは、
ハサミの使い方、玉結び、リボン結びができ
る様になり、2 時間かけて自分で仕上げた玩
具を誇らしげに眺めて、大切に持ち帰ってい
きます。
（中村 記）

たほか、『春秋左氏伝』『新論』を教科書とし
て用いました。文字の解釈だけでなく、これを
どのような心得で読んだらよいかを細かく教
え、その解釈も普通とは大きく異なっていた
ため、人望は一層高まったようです。塾の方
針を示す「山梔窩塾規」は例えば次のような
ものが展示されていました。
・宜しく忠孝の大義を念じ、之れを得るに随
って之を践むべし

蟄居の身で学を修め、人を育てる （全３回）
濱田 辰洋
その頃、久留米藩でも天保学という名で水
戸学が勢力を拡大、天保学によって藩改革
運動を進めようという動きが活発化していまし
た。中心人物である和泉守が藩主有馬頼永

・宜しく朋友の交わりを篤くし、過ち有れば
則ち顔を犯して相律すべし
・宜しく礼譲を崇び威儀を正すべし
・宜しく志は文際に出でざるべし
君子への忠孝、友人との交わり、礼節、立
志というものをとても重視していたことが分か
ります。ここで育った古賀簡二、水田謙次、
酒井伝次郎といった弟子たちは武士ではあ
りませが、その後和泉守と活動をともにして

に出した意見書には、「天下の雛形」として
「藩政改革を考えるべきである。大名の領地
はすべて朝廷のものであるから、将軍に対す
るよりまず天皇に忠勤を尽くすことが第一で
ある。」などと記されています。倒幕運動が始
まる以前から、和泉守が維新への方向性を
見据えていたことが分かる言葉です。
庵で勉学、若者に学問を授ける
しかし藩政改革の方法により藩執行部の

維新運動に関わっていくのです。蟄居時代
の生活は和泉守が書き記した「南僊日録」に
詳しいのですが、それを読むと弘化４年
（1847 年）以降、病で喀血したときですら楠
公の命日には楠公祭りを一回も欠かすことな
く、西洋列強の脅威の中で王政復古を祈願
していたことが分かります。
特に嘉永６年（1853 年）ペリーの来航は和
泉守に大きな衝撃をもたらす一大事件でした。

反発を招き、嘉永５年（1852 年）５月、隣村
（筑後市水田）の実弟方の神社に蟄居を命じ
られるのです。この蟄居は文久２年（1862 年）
までの実に十年に及びますが、その志気が

そして驚くべきことに、以降の日本の対外折
衝、海防の実情、公卿や諸藩主の動向など
のことを『異聞漫録』(四巻)という本に詳細に
しかも切々とした筆遣いで書き残しています

真木和泉の生き方

（その２）
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九州の一寒村にあって天下の事情に通じ
時代を読む正しい判断が出来たのは、兄弟
友人「山梔窩」で和泉守の薫陶を受けた門弟
たちが集めた情報によるところが大きいと思
われますが、誰しもその情報の正確さに驚か
れることでしょう。この頃それぞれ母、妻、子
に宛てた次の和歌から国事に身を捧げる和
泉守の思いが伝わってくるようです。
かゝる子を 育てしものと 今更に 悔ゆらむ

米藩主有馬
頼咸（よりし
げ）公に対
して尊王攘
夷思想を軸
に藩政執行
部を一新す
真木和泉銅像
ることを働き
かけます。頼咸公は一旦はこれを受け入れる

母の 心をぞ思う
かたちこそ 手弱女ならめ ますらおに
代りて国の 事思はなむ
たらちねの 父を恨むる こともあらば 楠の
小蔭の 草つみて見よ
度重なる幽閉にも屈せず
和泉守の蟄居時代、その著書を読んで山
梔窩に集まってくる志士たちが次第に増えま
した。その範囲は京都、肥後、薩摩と全国に

ものの、「和泉守の案は大害をもたらす」いう
佐幕派の進言により、和泉守は再び幽閉の
憂き目を見ることになります。このときも和泉
守を新たな指導者に担ごうとした長州藩を中
心に赦免運動が起こり、和泉守自らも今後、
藩とは無関係に行動することを申し出た結果、
ついに牢から解放されました。
故郷に別れを告げた和泉守はそのまま上
京して、桂小五郎さらに公家の三条実美公

及び、和泉守も彼らと一緒に決起の方法など
について論じ合っています。その中には福岡
の平野國臣や庄内の清河八郎など、維新史
に名を留める者もいました。
そして文久２年（1862 年）、和泉守はつい
に脱藩を決意、家族に別れを告げて故郷を
離れ、仲間三人とともに薩摩藩へと向かうの
です。当時薩摩藩では幕政改革を計画する
島津久光公が実権を握っていました。和泉

たちと倒幕の秘策を語り合いながら、王政復
古の実現について具体的な動きを始めます
和泉守の学問や志気が高く評価され、『今
楠公』と評されたのはこの頃と感じ取りました
（その２ 完）

守も久光公と合流して京都で倒幕運動を起
こす計画でしたが、同行を許されず、自分た
ちだけで志士が集まる京都の寺田屋に辿り
着きました。ところが志士の決起を恐れる久
光公は、動きを封じ込めよう画策し、薩摩藩
士同士が討ち合う「寺田屋の変」へと発展し
ていったことは、広く知られるとおりです。倒
幕に関わった和泉守も大坂の久留米藩邸に
拘留されるのです。和泉守の倒幕計画は挫

ントバレー・アンテロープキャニオン」の巻
アメリカ合衆国には、日本国民が９０日以
下の旅行などでの滞在はビザ無しで渡航で
きる制度があります。しかし今は米国への入
国には、ESTA と呼ばれる電子渡航認証の取
得が必要です。ESTA を登録することから今
回の旅は始まりました。
ロスアンジェルスから、古きよきアメリカの
雰囲気を残す旧ルート６６を通って、南西部

折しましたが、寺田屋の変以降、和泉守の名
は天下に広まり、長州藩などを中心に熱心な
赦免運動がまき起こり、ついに自由の身とな
ります。久留米に帰った和泉守は再び久留

の町セグリマンへ。世界自然遺産のグランド
キャニオン国立公園、モニュメントバレー、ホ
ースシューベント、アンテロープキャニオンな
ど、自然の造るすばらしい光景に出会い、そ

思い出の世界遺産 (９) 山内

富美子

「アメリカ西部 グランドキャニオン・モニュメ
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れらを体感できた旅でした。
グランドキャニオン
世界遺産のグランドキャニオンには、およ
そ 40 年前に１度訪れたことがあります。
コロラド川の急流と風雨の浸食で、数億年
という途方もない長い年月をかけて形成され
た大渓谷は、東西およそ 450ｋｍにもわたる
絶景を創出し、見るものに感動を与えてくれ
ます。コロラド川の両岸の南北に広がるグラ

ビュート（残丘）と言う大小の孤立した岩山や、
メサと呼ぶテーブル形の台地が点在していま
す。赤茶けた台地に突如現れる記念碑のよう
な岩の塔には、驚かされます。モニュメントバ
レー・ドライブツアーに参加することによって、
ザ・ミトンｽﾞという手袋のかたちの岩や、象の
形のエレファント・ビュート、そして西部劇を
作ったジョン・フォード監督が好んで撮影した
ジョン・フォード・ポイント、3」本の細長い岩が

ンドキャニオン国立公園は、南側をサウスリム
（南壁）と呼び、北側をノースリム（北壁）と呼
んでいます。サウスリムにビューポイントが多
くありますので、大抵の人はサウスリムから観
賞します。私は早朝６時ごろ、日の出観賞に
出かけ、刻々と表情を変え、光と影が織りな
すすばらしい大峡谷の光景を目にやきつけ、
ビデオに収めることができました。また、そこ
では地球の歴史を地層から見ることができた

立っている「三姉妹」などが，すぐそばで見学
できました。ジープの運転手、入場ゲートの

ことにも感動を覚えました。
このグランドキャニオンを中心に、ユタ州南
部とアリゾナ州北部は大西部と呼ばれている
地域で、８つの国立公園と、それに匹敵する
大自然の生み出した造形品、芸術品が、数
多く散在しています。その１つが次に訪れた
モニュメントバレーです。
モニュメントバレー
モニュメントバレーは、どこまでも続くように

受付の人、ビジターセンターの店員さんなど、
ここで働いている人達は、すべてナバホ族の
人達でした。ナバホ族はアメリカ最大の先住
民族で、アリゾナ州とユタ州の州境に、およ
そ 20 万人が暮らし、居留区内を、Navajo

みえる赤土の荒野に、いくつものビュートと呼
ばれる残丘がそびえる光景が一面にひろが
っています。先住民のナバホ族が、独自の暮
らしを続ける居留地でもあります。この場所は、
「駅馬車」などの、数々の西部劇に登場して
おり、世
界中に
「アメリカ
の西部」

Nation と呼んでいます。この居留区内では、
飲酒とアルコールの販売は禁止されていま
す。ホテルでも、お酒類、アルコールは一滴
も飲めません。
アンテロープキャニオン
アンテロープキャニオンも、大自然の造形
美を満喫できるところです。ここは大きな岩の
中を、長い年月の間に雨水がしみこんで、岩
の柔らかい部分が溶けて、細かい砂のように

ザ ミトンズ

ジョン・フォード・ポイント

として有
名 に な
ったとこ
ろです。

なって流れ出し、らせん状の渓谷となったとこ
ろです。雨水の流れによって、巨大な岩の中
に谷間が出来たのです。実際に通ってみると、
谷間というよりも洞窟の中を歩いている感じの
7

方が強かったです。所々で天井から光りが入
ってきて、そこの場所ではとくに神秘的な感
じがしました。雨が降るとその渓谷を水が流
れ、入場することは出来ません。当日は青空
の広がるすばらしい天気で、内部をゆっくり
見学しながら、歩を進めていくことが出来まし
た。「アンテロープ・キャニオンは、自然が創り
出した神秘的な渓
谷だ」との説明があ

コース（学文公民館活動推進委員 西宮）
屋外研修
・5/21（火）春季バス研修旅行 朽木・熊川方
面 ・5/31（金）今城塚古墳・古代歴史館
・6/24（月）大阪都島界隈の散策
歴史ロマン体験学習支援
・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
どんぐり座公演 ･5/26（日）中央公民館

りましたが、巨大な
・6/1（土）アリオ子供会 ･7/17（水）南小学校
岩の割れ目だと言 有岡城跡の清掃 ・5/28(火) ・6/25（火）・
っ た ほ う が、ピンと
7/23(火)
来る人もいるかもし
れません。確かに自然の神秘性・不可思議
性を、実物を目の前にして実感できたことは、
大収穫だったと思います。
今回の旅はアメリカ大西部を実質４日間で
走りぬけた、あわただしい旅でした。しかし日
本では見られない大自然の雄大な造形美や
光景を直に体感出来たことは、とてもよかっ
たと思います。
（完）

今後の予定（8 月～10 月）

定例会 ・5/14(火) ・6/11（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） ・5/18(土)D コース（阪急観光

定例会 ・8/13(火) ・9/12(火) ・10/8(火)
案内ガイド ・8/28（水）A コース（銀のステッ
キ旅行 宝塚） ・9/8（日）C・F コース（阪神北
くすの木学級伊丹 市内） ・10/4（金）岡田家
他（西宮市上ヶ原公民館 西宮）
わくわく教室

あるき第５回） ・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（西
宮市立高木公民館 西宮） ・5/24(金)Ａコー
ス（身体障害者福祉協議会 羽曳野） ・
6/8(土)岡田家（県立姫路西高校ＰTA 姫
路） ・6/14（金）岡田家（堺市レクリエーション
協会 堺） ・7/3(水) ・7/9（火） ・7/18（木）
岡田家(日本旅行社ジパング) ・7/26（金）A

・8/27（火）紙芝居・ペープサートと勾玉つくり
歴史ロマン体験学習支援
・8/3（土）コインをつくろう ・9/7（土）望遠鏡を
つくろう ・10/5（土）ハニワをつくろう
どんぐり座公演
・9/27（金） よつばセンター
有岡城跡の清掃
・8/20(火) ・9/24（火） ・10/22(火)

活動記録（5 月～7 月）

編集後記
春夏秋冬の四季と同じく火曜会通信の発行は年４回、今回はさしづめ夏号です。近畿地
方の梅雨明けが早々と発表され、これから２か月は暑さと付き合わねばなりません。次回、
秋号（11 月号）の編集に取りかかる 10 月には涼しくなっていることでしょう。
（T M）
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