第６０号
発行日：平成２６年 ２月 1 日
発 行 ：伊丹市文化財ボランティアの会
発行所 ：伊丹市千僧１丁目１番地
伊丹市教育委員会事務局内

官兵衛から村重への書状発見

今年も恒例の新年会

すでに新聞各社、市広報で報
道されていますが、官兵衛が有岡
城落城４年後の天正１１年（1583
年）、道薫（どうくん・村重の入道名）
宛てに差し出した書状の写しが、
相国寺（しょうこくじ ）光源院（京都市上京区）
に所蔵されているのが見つかりました。

１月２１日（火）に恒例の新年会を開催しま
した。お楽しみの余興に芸達者な会員がそ
れぞれ趣向を凝らした芸を披露しました。

二人は親しい間柄
天正１１年は信長の死後、秀吉が後継者と
しての地位を固めつつあるときです。官兵衛
は参謀として、また村重は入道して道薫と名
を改め、茶の湯を通じて秀吉の側近として仕
えていました。この頃の道薫と官兵衛は立ち
位置は異なりますが、秀吉の側近という言わ
ば同僚のような間柄でした。
書状からは、官兵衛は幽閉されたことで道
薫に遺恨をもつような様子はみられず、「内

文化財ボランティア養成講座始まる

容や文面からは、官兵衛と道薫（村重）が旧
知で親しい間柄であることが窺える」と今回の
書状発見に立会われた神戸女子大、今井教
授はコメントされています。
また官兵衛が道薫に遺恨を抱いていない
とすれば、官兵衛を幽閉した処遇は、遺恨を
生じるような過酷なものではなかったのでは
ないかと想像されます。

第１９回文化財ボランティア養
成講座が１月２８日（火）より始まり
ました。３月４日（火）までの５回の
講座（詳細は１０面 今後の予定参照）のあと、
２回の史跡めぐり準備を経て、３月２１日（金
祝）の史跡めぐりでガイドを実践します。
（以上 松田 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）
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はありますが「生涯現役」というモットーに切り
かえて行動するように努めています。
お陰様で７０歳を２年超えて年男になりまし
た。今後とも「年のせいで動けない」などとい
う言い訳は禁句として、年齢に負けることなく、
大いに動き回りたいと念じています。

年男・年女
会 員 ６名 に 聞 く
平成 26 年の新年を迎えて 亀井尚
火曜会通信から「今年の抱負を」と求めら
れましたが、２月２４日で満８４歳になる、お釣
りが出るほど齢を重ねてきた者に抱負などあ

新年の抱負

ろう筈がありません。
当会員になって歴史の勉強の真似事をす
るようになりました。とくに郷土史は地名、産
業、物産、社寺、集落の謎ときには格好の辞
典だと思います
尼崎の地名を例にとりますと伝法、大物、
塚口…この変わった地名の意味するものを
知り、浅学ながら歴史書をひも解く楽しみを
知り得たことは幸甚です。十年一日の話術の

れても気恥ずかしい。抱負などはこっそりと持
つものだと思う。口にすると後で自己嫌悪に
陥るだけ、口実をつけて実行しなかったり･･･
が多いから。
とは言うものの、残りの人生の中で今が一
番若い。やりたくてやり残しているものに取り
組むことは、亡くなる時に自己満足できるか
なとも思う。そのことに相当するのは何だろう
かと考える。私の場合手芸の編み物である。

未熟さ、抱負を語るよりも、反省の弁が先立
ちます。それも十余年分の猛省です。
昭和ひと桁生まれには、畏れ乍ら中村草
田男の句の“明治”を“昭和”に替えて、「降る
雪や昭和は遠くなりにけり」が心境の老兵で
す。

若いときに途中で止めてしまって完成品がな
い。時間がない、器用でもないと諦めて、人
の作品を感心して見てきた。この度このような
ことを考えたことがきっかけになればいいと思
うけれど、そのためには“時間配分と体調管
理”をスルーしないとねぇ、と自分自身に言っ
ている。

年男の年頭抱負

富永佳代

この歳になると「年女だから抱負を」と言わ

永野昭一
東京五輪で禁煙

１２年前に還暦を迎えて以来、すっかり年

佐野弘

男なる節目の年を忘れており、昨年１１月下
旬に、知人から「来年は年男だね」と言われ
て我ながらびっくりした次第です。
思えば還暦を迎えた時に、自分は「可動年
齢６０歳台」といった自説を振り回し、６０歳台
の動ける間にあれもやりたい、これもやりたい、
そして数々の思い出を満載して棺桶に入ろう
と決意したものでした。
ところが、７０歳近くになると、この思いで自

２０２０年のオリンピック開催地が大勢の方
の努力で東京に決まり、喜んでいます。
１９６４年の東京オリンピック当時は陸上競
技をやっていたので、妹と共に観戦に行きま
した。開通間もない新幹線に乗って上京した
こと、先輩方の激励に選手村を訪れたこと、
マラソンの素足で優勝したエチオピアのアベ
ベ選手のこと、同じく銅メダルを獲得した円谷
選手とその後のことと、昨日のように思い出し、

己暗示にかけられたのか、体の動きが鈍くな
ってきたように感じられました。
これではいけないと大いに反省し、「可動年
齢６０歳台」説を返上し、その後は月並みで

アルバム・プログラムを引っ張り出して眺めて
おりました次第です。
そこで年男を迎えるにあたり、今さらこの年
になってからと思っていましたが『禁煙する』
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と宣言、時を同じくして東京に嫁いでいる妹
より宿泊先は心配しなくてよいので同行しよう
と連絡があり、約束しました。
２０２０年には７８歳になっており、平均的に
は介護保険のお世話になる年齢なので、自
力で上京できる様に健康管理を徹底しなけ
ればと覚悟いたしています。

現地へ行ってみる

ガイド を 楽 しむ 会

紹介

文化財ボランティアの会は生涯学習として、
伊丹市内の文化財学習とその成果を市民に
還元するため、各種の活動を行っております。
その中でのガイドは伊丹の歴史文化を再確
認するとともに、市内外の人に伊丹市のすば
らしさをアピールすることになります。ボランテ
ィアにとっても市外の人をガイドすることにより

松木直志

1942 年９月生れの年男で 13 期生です。10
名近かった同期も少なくなってしまいました。
小生最近の目標は、「現地へ行ってみる」
です。現地へ行ってみると、納得できること、
おかしいなと思う所とが分かり、また新しい興
味が湧いてきます。最近では神武東征時、
大和に進攻する神武軍と長髄彦（ながすねひ
こ ）軍との古戦場、生駒の孔舎衛坂（ くさえざ
か）へ行ってみました。戦跡にて考えるに、こ

市外の人は伊丹をどのように見ていたのか新
しい発見をすることがあり、ガイドをより楽しい
ものにしております。
一昨
年 10
月から
昨年 5
月まで
の阪急

の時すでに長髄彦軍は少数で劣勢だったの
でしょうね。
元気で動けるうちに今年も色々な「現地」
へ行ってみたいと思っています。

何回めぐりの年女か？いつの頃からか今
が青春という気持ちで毎日を過ごしている。
常におりこうさんのお姉ちゃんという家族

電鉄（株）
図面を広げてのガイド
による「阪急神戸線沿線・観光あるき」が行わ
れました。伊丹市もこれに参画、文化財ボラ
ンティアの会は「ガイドを楽しむ会」が中心に
取り組み、5 回にわたり、参加者へのガイドを
しました。
2013 年度も一昨年と同様に、5 回のガイド
を行いますが、2014 年から NHK 大河ドラマ
「黒田官兵衛」が始まり、有岡城の惣構えを 3

構成で育ったせいか、どんなに年を重ねても
順位も変わり様もなく、いつまでも父母に妹
弟に夫に子供に或いは師匠に友に支えられ
恵まれて生きてきた。いつもＩ love dream、乙
女座ゆえか歌舞伎、文楽、能、演劇、映画、
音楽好きな文学少女？この先どう生きるか娘
時代と余り変わらない生活を続けていくのだ
ろうか？子供たちに面倒をかけず気力、体力
を保つために、好きなことに挑戦したい。

回にわたって、ガイドすることになりました。
ガイドは説明する内容の 10 倍の知識を必
要とするのと、見学者は各種の思いを持ち参
加されており、ガイドの力量がその町のイメー
ジを形成することにもなります。
しかし何といっても、ガイドする人がこの町
を誇りに思い、その思いをいかに伝えていく
かであります。「ガイドを楽しむ会」は伊丹の
ことをより深く、より広く知るため学習をこれか

今が一番と思いながら日々暮らしている。
幸い丈夫な体に産んでくれた親に感謝そ
して回りの良き友に乾杯！Thank you
あと何回、年女になれるでしょうか。

らも続け、伊丹市のすばらしさをアピールして
いきたいと存じます。
どうかより多くの会員の皆様の参加を期待
しています。
（瀧内 記）

今年の年女

浮田輝代
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ポイントは「茶人村重」「有岡城惣構えは伊丹
台地上に築かれている」「普段通行しない狭
い道、昔からの道を歩く」の３つです。地元に
精通した会員が先達として、定番のガイド地
点以外に、これまであまり知られていない隠
れたとっておきのポイントをガイドした。

茶人村重の有岡城跡を歩く
～伊丹ロマン事業協賛ガイド～
平成 25 年度伊丹ロマン事業の一環として
１１月２日（土）の午後「茶人村重の有岡城跡
を歩く」を実施した。天気もよく有岡城跡周辺
は協賛イベントで大賑わい。カリヨン下に集
合した参加者は 23 名（最高齢は 93 歳）、無
事に６km のコースを歩き終えた。

(1) 萬徳寺
茶人村重ゆかりの寺で、今回初めて訪れ
た。姿の良い１本の五葉松と、細かい砂利を

今年の NHK 大河ドラマ黒田官兵衛の影響
で、有岡城跡を起点とする各主催者による
「歩き」が目白押し、その中で当会主催の独
自色をどう出すか。コース選定に当たっての

敷いた庭が寺の雰囲気を醸し出している。
初代住職了秀が村重と茶道を通じて親しく、
お茶を立てるのに良い水が出た井戸（亀の井
戸）に因み、山号は亀井山という。

(2) 北ノ口の地形
北本町のなかよしⅡ児童遊園地、
ここからは南西方向に有岡城外郭
線北の段差にあたる、高い野面積
みの石垣が見晴らせた。惣構え外
周の中でも段差が大きく、急峻な
地形である。
(3) 北ノ口の道標
北本町公園近くの道路端、祠の
前に立っている。<右～京池田 左
～多田久代> と刻まれ、右は西国
街道に通じることを示している。
(4) 三本松遊郭と遊女の碑
宮ノ前１丁目の地蔵さんの傍ら
にひっそりと「はり満や梅女」の碑
がある。場所柄、三本松遊郭と関
連があるらしいが、詳しくは不明。
(5) 飛翔のモニュメント
伊丹シティホテルの北側歩道に
立つ金属性の鳥のモニュメント。伊
丹市と国際友好都市の中国佛山
市とベルギーハッセルト市の３都市
を鳥３羽の飛翔で表わしたもので
1985 年に作られた。この辺りをよく
歩いていても気付かなかったという
女性参加者の言葉に全く同感だっ
た。
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(6) 正覚寺

田辺先生と共に歴史ウォーク

正覚寺の東側の道を通りながら「この寺に
は山口家の墓があります」と説明があった。
山口家とは猪名野神社の境内で見た５m
の大きな石燈籠を寄進した酒造家。山口太
乙は俳人で鬼貫の句碑を建ている。
コース内での関連性をガイドするんですね
と会員Ｎさんの言葉。狭い伊丹郷町のエリア
に語る材料の文化財が詰まっていることはす

～県民局主催～
平成２５年１１月２３日（土祝）、阪神北県民
局主催の「歴史ウォーク」が開催されました。
講師の田辺眞人先生（園田学園大）とともに、
約６０名の参加者をガイドして有岡城跡、江
戸時代に文人墨客が訪れた伊丹郷町を歩き、
伊丹の歴史を学びました。

ごいことですねとも…。

(7) 有岡小付近の地形
もとは畦道であった細い道、伊丹５丁目６
の表示板と高畑自治会の掲示板がある所で
水路に架かる小橋を東へ渡る。男性参加者
が「何という川、どこから水を引いている？」と
質問、有岡小学校の校庭はもとは水田であ
ったという説明を聞いて、これだけの水量が
あれば稲作はできるとひとり言を呟いてい
た。

田辺先生の説明を聞く

(8) 外郭線西の段差
＼(◎o◎)／ ええっ！
有岡城跡の石垣に落書きが！

有岡城外郭線西の段差が第 290 次発掘
調査で見つかった場所、市バス停留所南本
町１丁目付近にある。現在の水路はマンショ
ン建設時に以前より西側に移動している。

そのおりに、国の史跡・有岡城跡の石垣に、
いったい誰のなしたことでしょう？なかほどの
宝篋印塔が積まれているあたりに、ピンクと
白のチョークで落書きがされているのを見つ
けました。文化財になんと心無いことをするの

(9) 外郭線東の段差
荒村寺の南側 100m、東側の崖下を通るＪ
Ｒ福知山線を見下ろす高低差は６～７m はあ
ろうか。明治中期の鉄道建設で主郭を削り取
った名残りである。
以上のガイドによって参加者は有岡城の
外郭線の段差とその内側、伊丹郷町の昔に
想いを馳せたのではなかろうか。
今回のコースをもう一度ひとりで歩けと言
われても歩けないというほど、入り組んだ細い
道、起伏に富んでいた。「伊丹は平地やと思
とったけど、えらい坂が多いなあ」というのが

かと驚き、怒りより情けなくなり
ました。文化財は、先人が現在の私たちに残
してくれた歴史を語る貴重なものです。

参加者の感想であった。地元を熟知した会
員が下見を重ねて決めたコースです。
今回のイベントに携わった会員の皆さん御
苦労さまでした。
（富永 記）

石垣の落書き
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私たちはそれを未来の人たちに繋いでい
かなくてはなりません。
世界遺産であり、国の重要文化財の法隆
寺の土塀「西院大垣」は、修復不可能な落書
き被害を受けました。大阪城公園の石垣もま
たしかり、各地で同様の被害が発生していま
す。
たかが落書きとあなどるなかれ！文化財へ
の落書きは犯罪です。「文化財保護法違反

の一里塚に植えられた。ムクノキの葉は昔、
サンドペーパーの代用にされたほどザラつい
ている。
マメ科のフジ（ノダフジ）のつるは上から見
て右巻き、類似種のヤマフジ（ノフジ）は左巻
きだそうな。一度確かめてみよう。

で、５年以下の懲役もしくは禁錮、３０万円以
下の罰金を科せられることをご存知です
か？」と申し上げたい。
しかし、私たち文化財ボランティアの活動
は、罰則の有無を知らしめることが務めでは
ありません。先人の残してくれた文化財につ
いて深く敬意をはらい、それを慈しみ、次世
代につないでいくという「こころと姿勢」を市民
のみなさんに伝えていくことだと思います。

緑地での樹木の説明

ツツジ科の常緑低木のアセビ（馬酔木）は

（藤原 記）

落葉盛んな晩秋の１１月
２７日、水曜班が猪名野神
社から緑地を通り、緑ケ丘
公園までを歩いて樹木の

葉に毒があり、馬が葉を食べると足が痺れて
酔ったようになるのでその名がついた。
アセビの発する毒のため、この木の周囲に
は他の植物は生えないとのことである。
同じスギ科の落葉高木で、
ラクウショウ（落羽松）、別名
ヌマスギ（沼杉）と似たメタセ
コイア（アケボノスギ）がある
ラクウショウは瑞ヶ池公園

勉強会を行った。
講師はもちろん樹木に
詳しい水曜班のリーダー山元さん、他の曜日
班からも含め１９名が参加した。
ガイドコースになっている伊丹緑地は伊丹
台地と猪名川低地帯との段差斜面で、自然
に近い形で樹木が生茂り、保存されている。
いつもは文化財のガイドをしているが、当
日は専ら樹木について勉強した。

付近のたんたん小道に多く
見られ、水路から筍のような
気根をニョキニョキ出してい
る。ラクウショウとメタセコイアの見分け方は、
ラクウショウの葉の付き方が１枚ずつ互い違
いにつく互生であるのに対して、メタセコイア
は葉が２枚ずつ対につく対生である。
これを「らくご」（ラクウショウのらくと互生の
ご）と覚えておけばよい、なるほど。

同じニレ科の落葉高木に属し、緑地でよく
見かけるケヤキ、エノキ、ムクノキ。ケヤキは
葉と実をつけたまま落葉して種子を散布する
榎（ えのき ）は夏の木陰の意味、昔は街道

緑道を歩きながら、文化財のガイドの他に
樹木の説明を加えると、より充実した楽しい
ガイドになるでしょう。水曜班の皆様どうもご
苦労様でした。
（松田 記）

枯葉舞う緑地で樹木勉強会
～水曜班～

6

ンの天守閣が免振構造で修復されたため、
先の阪神淡路大震災の際に、天守閣に祀ら
れる八天堂長壁神社は全く揺れなかったと
か。良かったですね井戸のお菊さん、皿一枚
割れずに済んで…。

広峯神社・天空の白鷺
～秋季バス旅行～
１１月１９日早朝の雨もあがり、市役所前に
一般参加・旧会員を含む計４６名が集合した
頃は、爽やかな行楽日和になりました。

県立歴史博物館

広峯神社

西御屋敷跡庭園の好古園で昼食、高田馬
場でお土産を買った後、開館３０周年を迎え
る県立歴史博物館を見学した。真柴久吉公

なだらかな丘陵にある広峯神社を各人の
脚力に応じて散策できるように、担当会員の
ガイドは予めバス車内で済ませて、いよいよ
本殿への登り歩き。朝の広峯神社境内から
の眺めは修復工事中の姫路城から JR 姫路
駅、播磨灘に至るまで見渡せ、近景は目薬
の木などの木立で遮られていたところがミソ。
帰り道、御師の末裔が住む家の築地土塀
は、桟瓦と
粘土がミル
フィーユの

播州姫路城城郭築之図、掛け軸に表装され
た有岡城惣構図、黒田如水書簡抜粋等々を
30 分ほどで鑑賞した。

御着城跡
御着城跡の語り部は白緑色ジャケットコー
ト、カーゴパンツの出で立ち、その流暢な語り
口に、目前の山の一万の秀吉軍と味方軍二
千の中から千成瓢箪に放たれた矢の光景が
見えました。

ように重な
る美しさ。

廟所の官兵衛の祖父、実母の五輪塔を収
めた手前の門には秀吉方軍師竹中半兵衛
由来の黒餅が飾られ、語り部にいつも撫でら
れてツベツべの木目。
帰途、クイズ、秋の歌、会長のハーモニカ
演奏を楽しみ、３名には摂津守従五位下荒
木村重大割牡丹を景品に進呈した。

広峯神社門前

姫路城
天空の白鷺は来客１５０万人を超える盛況
ぶりで、ガイドさんの衣装は白のカンカン
帽、ワイシャツネクタイ赤の背広、白ズボ
ン、５０年前の東京オリンピック時の選手
制服のようにお洒落。パネル解説板前で
は私達一行を「有岡城の皆様お集り下さ
い」と呼びかけ、和やかな一期一会でし
た。
太平洋戦争中は空襲を避けるため、
城全体を黒く塗りつぶしたり、天守閣に
落下した焼夷弾は幸いにも不発で、防
空班が迅速に処理したり「城は人でも
つ」と痛感した。昭和３０年代、昭和の大
修理の際には播磨に伝わる算木積み、打込
み接ぎが用いられた。巨大な通し柱の構造
が現代の建築学で解明され、総重量 5700 ト

シートで囲われた天守を背景にして

閑話休題
裾に青白市松模様、青い法被姿のガイド
Ｙ氏の目撃情報多数あり。
（中村 記）
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さて今回の特筆すべきは何と言っても、我
が伊丹の誇る俳人「上島鬼貫」の墓がある鳳
林禅寺で、その墓所を拝めたことでしょう。美
しいが素朴な竹垣で区分された墓石を見るこ
とが叶い、皆さん安堵されたでしょう。そして
大阪人の馴れ親しんだ生玉さんこと生国魂
神社の木々の多い神社然とした“気”の中で、
丁寧な沿革の説明がありました。
いよいよ天王寺七坂（上から急勾配を見る

有岡城の惣構えをあるく
～阪急・阪神沿線観光あるき～
１２月１日（日）、７名の参加者と共に約３時
間、有岡城の惣構えを歩きました。
コースは、阪急伊丹駅～猪名野神社（岸の
砦）～北ノ口～萬徳寺～有岡城跡～荒村寺
～鵯塚砦～杜若寺～墨染寺（上臈塚砦）～
三軒寺広場～阪急伊丹駅

だけ、オダサクの愛した口縄坂が有名）、年
齢的な制約もあり、七坂のうち実際に下った
のは豊臣秀吉が建立し、大阪市重要文化財
に指定されている多宝塔のある愛染さん「愛
染堂」横の愛染坂です。ここから西へ降り、夕
日が一望できる鉄柱懸け造りの舞台がある
「清水坂・寺」を上がって行きました。下った
道はどこかで上がらねばなりません。しかし
神々しい「玉手の滝」をご覧になり、これまで
の疲れも流れ落ちたことでしょう。また真田幸
村の討死場所で知られている「安居神社」で
の愛情のこもった説明等、そしていよいよ最
後は「一心寺」での名調子ガイドで締めくく
り。
途中雨にも打たれましたが、心打たれた上
町台地探索を皆さまのおかげで無事終了す
ることが出来ました。
（山岸 記）

北ノ口道標のガイド

参加者の方から、「伊丹といえば空港と免
許更新センターのイメージしかなかったけれ
ど、こんなにたくさん歴史的な場所があること
を知り、参加してよかったです」という感想を
いただきました。
（藤原 記）

江戸文人墓所上町台地の探索
～水曜班屋外研修～
１２月１１日（水）寒い季節に２９名
の多数が参加、コースは大阪でも名
の知れた上り下りの多い特有の地形、
谷町６丁目から生国魂神社を抜け、
夕陽丘（なんと良い響きの地名！）よ
りゴールの一心寺までです。
６キロにも及ぶタイトな南北ルート
を一人の途中棄権もなく、全員無事
に踏査することが出来ました。これは
参加者の平均年齢を考えるとまさに
奇跡、皆様の日頃からの健康に対
する意識の成果と思われます。

愛染堂多宝塔の前で
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伊丹の和算

木綿には金肥を使うため経済活動は活発
で、よって経済的にも豊かで教育水準も高か
ったのでしょう。
猪名野神社、西天神、昆陽寺に奉納され
ている算額を見ますと、多くの和算塾があっ
たようです。その和算の程度は比較するのは
難しいのですが、例として円周率πの計算の
桁数などは、歴史的に見ても当時の世界一
でありました。これが当時の趣味だったので

松木直志

Ｃ

ｘ
弦
股

a

b
ｘ

Ａ

鉤

c

す。
私も和算の研究は始めたばかりで、微分
積分、三角関数などは忘れ果て、つたない
代数を頼りに、各地に残された算額を訪ねる
のを楽しみに続けたいと思っています。
市内に残された算額の問題は、図面化さ
れていますので、解いてみたいと思われる方
にはコピーを差し上げます。

Ｂ

今有如図鉤股弦若干問菱面
答曰 如左術
鉤弦自乗鉤弦和除之得菱面合問
和算で三角形の直角を挟む短い辺ｃ
を鉤、長い辺ｂを股、直角に対する辺 a
を弦という。
直角三角形△ABC 内の菱面の辺長ｘを
求める。これを今の代数で解くと３個の三角

岡田・石橋家のリーフレット完成

形は相似なので次の比例式が成立します。

昨年９月、有岡ライオンズクラブが岡田・
石橋家案内リーフレットを発行するにあたり、
リーフレット編集の依頼がありました。
当会としてチームを組んで対応、検討を繰
り返して編集にあたりました。11 月に A4 版の
３つ折りタイプで１万部が完成、関係先に配
布されました。
岡田・石橋家の来客をガイドするのに適す

ｘ：（ａ－x）＝ b：a
ax ＝ b（a－x）
ax ＝ ab－bx
ax ＋ bx ＝ ab
ｘ＝ab /（a＋b）

この問題は昆陽寺に奉納された算額の問
題の中でも初歩的なものですが、答えがきれ
いな式になるので、全国各地の算額にはよく
見られます。
江戸時代に、商品経済の発達に伴い必要
となった計算能力は、寺子屋で学んだようで
す。当時の教科書「塵功記（じんこうき）」によ
りますと、まず数の単位、品物の数えかた、
貨幣の単位足し算、引き算、掛け算の九々と
進み、そろ盤による割り算で普通終りとした様
です。これ以上の面積計算、体積計算、利
息計算等を学ぶのは、一部の知識階級のみ

るように、簡潔にまとめられています。今後の
ガイドに役立てて下さい。

でした。昆陽寺の算額にある様な複雑な図
形問題は、全くの趣味で考えたものなのです
伊丹近郊は水の便が悪いので水田より畑
作が多く、とくに木綿の栽培が盛んでした。

後藤さんは長年にわたって地域に密着し
た温暖化防止に係わる実践活動、啓発活動
をされてきたことが評価されました。

“おめでとうございます”
後藤昌弘さん 環境大臣表彰
すでに各新聞、市広報で報道されていま
すが、当会員の後藤昌弘さん（７期生 木曜
班）が平成 25 年度地球温暖化防止活動環
境大臣表彰を受けられました。
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中重泰男さんを悼む

柳沢森夫

畏友の中重泰男さんが旅立った。会の３期
生として、共に入会したのが平成１０年の春
のこと。以来彼とは行動を共にすることが多
かった。ボランティアの学習やガイド活動など、
精魂を注いで作業をなした。
黄泉の国へ出かける５日前、岡田家の当
番としていつもと変わらぬ朗らかな口調で見
学者に詳しいガイドをした。それが終の別れ

（老人大学 28 期生 守口）・12/11（水）岡田
家（桜樹会歩こう会 茨木）・1/18（土）A コー
ス（大阪府高齢者大学歴史科 枚方）・1/22
（水）A コース（毎日城郭シリーズ 大阪）・
1/28（火）A コース（明石市シニアカレジ 明
石）・1/30（木）A コース（NPO 法人シンフォニ
ー 尼崎）
屋外研修 ・11/19（火）秋季バス研修旅行姫
路方面 ・11/27（水）水曜班 緑道樹木勉強

になるとは・・・。
平成１１年に心臓を患い、通院の日々が続
いた。５年前に最愛の奥さんを失くしたあと、
２人の娘さんと絶えず連絡を取り乍ら、食事
のこと体調のことを気遣った。親思い子思い
の絆で結ばれていた。
そんな日々が突然断ち切られる。悔しい思
い。中重さん安らかにお休みください。

会 ・12/１１（水）水曜班 上町台地を歩く
どんぐり座公演 ・11/30（土）いきいきプラザ
歴史ロマン体験学習支援 ・11/16（土）銅鐸
をつくろう ・12/7（土）ミニチュア剣をつくろ
う ・1/18（土）仮面をつくろう
有岡城跡の清掃 ・11/26（火） ・12/2（火）・
1/28（火）
文化財保護月間一斉清掃 ・11/30 土）

今後の予定（2 月～4 月）

活動記録（１１月～１月）

編集後記
が咲い た

定例会 ・11/12（火）・12/10（火）・1/21（火）
案内ガイド ・11/２（土）惣構えコース ロマン
事業協賛ガイド・11/9（土）A コース（近畿中
央病院近桃会 伊丹）・Ｆコース（大楠会伊丹
支部 伊丹）・11/13（水）A コース（裁判所大
阪退職者の会 泉南）・11/20（水）A コース
（宝塚ユネスコ協会 宝塚）・11/21（木）岡田

定例会 ・2/11（火祝）・3/11（火）・4/8（火）
案内ガイド ・2/7（金）A コース（月一ウォーク
神戸）・3/8（土）A・B コース（兵庫県職員会館
職員ふれあいセンター 神戸）・3/18（火）A・
B コース（一二散歩 大阪）
歴史ロマン体験学習支援 ・2/15（土）判子を
つくろう ・3/1（土）一弦琴をつくろう
有岡城跡の清掃

家（日中経済貿易センター 大阪）・11/23
（土）A コース（きらっと阪神北オータムフェス
タ 宝塚）・A コース・岡田家（早川点訳グルー
プ 大坂）・11/30（土）A コース（神戸静岡県
人会 西宮）・12/1（日）A コース（阪急・阪神
観光あるき）・12/5（木）有岡城跡（あいたい
兵庫プレスモニター）・12/6（金）有岡城跡他
（猪名寺自治会 尼崎）・12/7（土）D コース

・2/25（火）・3/25（火）・4/22（火）9：30～
文化財ボランティア養成講座
・1/28（火）伊丹の歴史と文化 ・２/4（火）有
岡城と城主荒木村重 ・2/18（火）伊丹廃
寺 ・2/25（火）伊丹郷町と酒造業 ・3/4（火）
播磨～摂津の城 3/11（火）史跡めぐり準
備 ・3/18（火） 〃 下見 ・3/21（金祝）史跡
めぐり

編集後期
昨年は官兵衛に始まり、官兵衛で終わる一年でした。官兵衛と村重の関わりから、テレビで
放映された伊丹の案内を見て、伊丹を訪れたいという人が増えています。今年はガイド依
頼が多くなって、忙しくなりそうです。
（T M）
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