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初企画！小西酒造の酒蔵見学と

台 柿 がたわ わ に実る 季節の１０月２３日
（木）、今年も阪急・阪神沿線観光歩きが始ま

造りに使われる不尽の井（ふじのい）から汲
み上げられたお水をひと口。つづいて小西
酒造に残る古文書より再現された元禄時代
のお酒や
鑑評会で
のみ出され

りました。参加者１６名・関係者８名に加え、ケ
ーブル TV の「地元ニュース」の取材クルー２
名と共にまち歩きがスタートしました。
かつて伊丹は摂津の国の中心であり、戦
国時代には惣構の城「有岡城」が築かれまし
た。その後、江戸時代には酒造業で栄え、お
酒の香りに誘われて多くの文人墨客が訪れ
ました。今回は、その伊丹の歴史の足跡をた
どるコースとなっています。
また観光歩きでは初めての試みとして、酒
蔵見学が企画されました。訪問した小西酒造
は、４６０年以上の歴史をもつ現存する日本
最古の酒造会社です。参加者は白い上着・
キャップ・靴カバーを着用して、四季醸造工
場である富士山蔵内の見学が始まりました。
工場内はお酒の香りが漂い、大きなタンクが
何基も並んでいました。現在仕込み中のタン
クを覗き込み、その香りの違いなども体験で
きました。そして見学の最後にお酒の試飲を
させていただきました。参加者より歓声が上
がったことは言うまでもありません。まずは酒

るという特
別な大吟
醸をいただ
きました。
工場内で説明を聞く
ひと口、ふ
た口と盃を重ねるうちに、参加者同士の話が
はずみ、和気あいあいとした雰囲気になりま
した。お友達へのお土産か、今夜の晩酌用
なのか、みなさんの財布の紐がゆるんだよう
です。美味しいお酒と共に伊丹のまちのこと
も土産話としてお持ち帰りください。
さて、酒蔵を後にしてまち歩きの再開です。
有岡城跡では、今年の大河ドラマの主人公
の黒田官兵衛が幽閉された場所ということも
あり、ガイドの説明に耳をかたむけておられま
した。心地よい秋風に吹かれつつ、さらに北
ノ口や猪名野神社と歩き、伊丹段丘の段差
を利用した惣構の北側部分を巡りました。
史跡巡りに加えて、味覚を通して伊丹の町
をより知っていただけたことでしょう。
（藤原 記）

村重ゆかりの有岡城跡を訪ねる
平成２６年度 阪急・阪神沿線観光歩き

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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公園内の近松記念館に到着です。近松ゆ
かりの品々がこじんまりと分かりやすく展示さ
れています。奉納品「後西院勅筆色紙」「法
華二十八品和歌」など近松が公家奉公して
いたゆかりの品です。「尼崎行き辞りの文」な
どに照らすと考えにくいです。ともあれ近松
部屋があり、座敷への段梯子、文机がありま
す。華奢な造りは近松が大きい人ではなかっ
た証しでしょうか。
記念館を出ますとすぐに廣濟寺です。廣
濟寺は古くは禅寺でしたが、江戸時代には
名のみ残る有様、それを日昌上人が法華霊
場として再興、開山講中列名縁起に近松の
名も連ねています。

ぶらり塚口あるき 近松記念館
土曜班・歴史会共催 屋外研修
ようこそ近松のまち、あまがさきへ９月１５日
敬老の日、祝日にもかゝわらず２６名の美男
美女が阪急塚口駅南出口に集いました。
南出口には大きな硯と、曽根崎心中のお
はつ徳兵衛の名文の碑があります。

此の世の名残り夜も名残り、死にゝ行く身をた
とふれば、あだしが原の道の霜、一足ずつに
消えて行く、夢の夢こそあはれなれ。あれ数ふ
れば暁の七つの時が六つ鳴りて、残る一つが
今生の、鐘の響きの聞き納め、寂滅為楽と響く
なり。
心ない人が自転車を置くので、禁止の柵を
囲ってあるのが少し悲しいです。
近松語り部会の案内人、門田さんを先頭
に、いざ近松の里に出発です。
まずピッコロシアターへ、舞台の広さが客
席の２倍あり演じやすく、客席は傾斜があっ
ってどこからも見やすい日本一の劇場です。
玉江橋線を渡ると近松のオブジェがあり、
上坂部西公園に入ります。尼崎にも緑がこん
なにあるのかと感心される方々、そう、実は案
外あるんです。温室もあり、サボテン・熱帯の
花などたくさんあって、夏には「夜に咲く香る
花展」もありました。
JR の地下を潜ると、ちかまつロードです。
都市美形成建築物の廣田邸を過ぎると、伊
佐具神社です。市内唯一の式内社、豪族坂
合部たちが住んでいたといゝます。この地で
神酒を醸造したので、酒部とも言われます。
震災の被害により平成１２年に手水舎を、
１３年には本殿・稲荷社・石造り鳥居も新たに
建立されました。近松公園に入ると木々の緑
にホッとします。ね！緑はありますよ。
須佐男神社は鎌倉時代の創建で、源満仲
により建立されました。境内には多田神社へ
向かって矢を射るのに足を掛けた、矢文石が
あります。

廣濟寺の門前を歩く

廣濟寺に近松のお墓があるということで、
芸能関係者のゆかりの品も多くあります。今
年は１０月２６日の近松祭は多くの人で賑い
ます。また尼崎が近松のまちとなった由縁で
す。墓は妻との比翼墓です。回りの木立も程
よく絵になる供養墓です。蚊にご用心。
近松線を向かいに渡ると伊居太神社です。
悠久の歴史とロマンを秘蔵する市内最大の
前方後円墳に建てられています。また弥生
時代の集落が発達した地で、白い神鹿が到
来したといわれています。
これをもちましてぶらり散策は終わり、いざ
おいしいランチを求めて解散です。
（浮田 記）
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平等院とぽっくり寺を訪ねて
酒井かづえ
新秋の候、ひとりではなかなか行けない見
出しの場所に行く機会がありました。
平成の大改修が終わった「宇治の平等院」
と、通称「ぽっくり寺」とよばれている斑鳩の吉
田（きちでん）寺を参拝しました。
「平等院」は
永承 7 年
（1052）関白
藤原頼道に
よって父道長
の別荘を寺
平等院鳳凰堂
院に改め
創建されました。極楽浄土の宮殿をモデルに
した鳳凰堂内は撮影禁止で、50 人ずつ靴を
脱いで入りました。平安時代の多くの文化財
が伝えられています。本尊阿弥陀如来坐像
をはじめ、とくに 11 世紀の仏像群としては唯
一伝来する、雲中供養菩薩５２躯があります。
いずれも雲に乗り、さまざまな楽器を奏で舞う
など、のびのびと繊細に彫り上げられていま
す。天災、人災がつづいた世の中でも奇跡
的に戦災にも合わず、約 1000 年の時を経て
現在に至っています。
「ぽっくり寺（吉田寺）」は千古の歴史を秘
めた日本上代文化発祥の地、斑鳩の里にあ
って竹やぶや林に
囲まれて、ひっそりと
たたずんでいます。
拝観者の大半は 60
～80 歳代の女性た
ちです。創建は古く
吉田寺の多宝塔
天智天皇の勅願とい
われています。平安時代中期の天台僧、恵
心僧都源信によって永延元年（987）に開山
したと伝えられています。ぽっくり往生のいわ
れは、恵心僧都の母の臨終の際、除魔の祈
願をした衣服を着せてあげたところ、なんの
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苦しみもなく安らかに往生を遂げられました。
そこから新しい下着を持参して、本尊阿弥陀
如来の前で祈祷をうければ、長患いせず、シ
モの世話にならないといわれるようになりまし
た。医療の進歩や発展の裏で、自分の老い
や病、死について深く思い悩む私もぽっくり
願望にあやかりたくて、新しい下着を祈祷し
て頂きました。

伊丹郷町ɲʀ ɴ ɐ
伊丹郷町の文化財を簡潔に説明した A４
版３つ折りサイズのリーフレットが８千部、出
来上りました。以前、有岡ライオンズクラブが
旧岡田・石橋家のリーフレット
を発行するにあたり、当会は
編集の依頼を受け、協力しま
した。今回は当会が発行する
もので、編集から完成に至る
まで会員の田中さん、瀧内さ
ん他の方々に尽力願いまし
た。ガイド時の参考になるよう
に来訪者に配布して下さい

‒
９月９日（火）の定例会
で、木曜班・どんぐり座
で活躍されている柳沢
さんの指導による発声
練習を 行い まし た 。柳
沢さんは２月定例会では「ごん狐」の朗読を
披露されました。朗読のよく通る大きな声は
普段の会話での発声とは違い、腹式呼吸に
よる発声です。
ガイドをするとき、まず皆様に聞こえること
が第一です。そのために拡声器があるので
すが、できればナマの声で話したい。豊かな
声量でガイドができるよう、腹式呼吸による発
声を練習してみましょう。
（松田 記）

近松 と私

浮田輝代

藩主の若君にも仕え、教養は幼いころから
あったと思われますが、京都の一条恵観に
仕えたことにより、一層高まったでしょう。しか
し武士の位から河原者といわれた歌舞伎の
世界への変身はいかがなものでしょう。
歌舞伎世界では坂田藤十郎とのコンビで
盛り上がります。若き日を京都で過ごし、３０
才の頃、「世継曽我」を上演します。
大当たりをする「曽根崎心中」は近松５０才
頃の作品です。浄瑠璃作者の名前を堂々と
書いて位置づけました。藤十郎亡きあとの近
松５３才頃、大坂に移り住みます。
竹本義太夫の竹本座の作者として義理人
情の葛藤を題材に、人の心の美しさ、哀しさ
を描きました。
「冥途の飛脚」は５８才、「国姓爺合戦」は６
２才、「心中天の網島」は６５才、「女殺油地
獄」は６７才。絶筆「関八州繋馬」は７１才の作
品です。「女殺油地獄」は現代にも通じる作
品だと思います。昔も今も、人の心は変わり
なく流れていきます。
お墓のある廣済寺は、古くは禅宗でしたが
江戸時代は名のみ残る有様。日昌上人が法
華霊場（日蓮宗）として再興した時に、妙見
大菩薩を祀りました。
日昌上
人と近松
の関わり
は深く、
没後も遺
族との繋
がりがあ
った。
開山講には正本屋九右衛門、嵐三右衛門
といった大坂の芸能関係者と共に、近松も名
を連ねています。
近松が青春時代に公家奉公していた所縁
の品々を、享保元年９月９日に亡くなった
母の法要のために奉納しました。（ 完 ）

私が近松さんとお会いしたのは、尼崎市が
「ちかまつのまちあまがさき」と銘打って文化
のシンボルにした時に始まります。市制７０周
年（1986 年）のときでした。そののち園田女子
大学に
近松研
究所が
設立され
ました。
国内唯
一のユニ
ークな研
究所です。私たちも独自に育友会の乗りで
近松応援団を立ち上げました。市民レベル
でどこからも援助を得ず、近松を応援する会
です。
司馬遼太郎さんが講演され、尼崎は近松
の墓がある、ということで評価されました。
司馬さんの奥様も尼崎の名家のお家柄だ
そうです。
近松さんの墓所がある久々知の廣済寺へ
は、文楽や歌舞伎、演劇が上演されるたび
に関係者が墓参りをする様子が、新聞で報
道されます。
もう一つの近松さんのお墓は大阪市中央
区谷町、ガソリンスタンドとマンションに挟ま
れた狭い空間にありますが、サマにならず、
こちら（尼崎）に軍配が上がります。
近松は東洋のシェークスピアといわれ、生
涯に約 150 作は書いたといわれる偉大な作
家です。心中物は曽根崎心中で大当たり、
竹本座を建て直しますが、そればかりではな
く、時代物もあります。世話物は事件記者の
ように事件が起こるとすぐ浄瑠璃に書き上げ
好評ならロングランありです。
近松は１６５３年（承応２）福井で生まれまし
た。吉江藩の武士の二男でしたが、１５才頃
父が浪人し、一家で京都へ移住しています。
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[町の小さな文化財 第 3 回]

桃栗三年柿八年

清水橋の五輪塔
猪名野神社の西側、惣構えの境界線は現
在バス路線の道路になっている。きしの砦の
土塁背後には昭和の初め頃まで堀跡が残っ
ており、加茂井の水路に利用されていた。
水路が有馬道と交差する個所には橋があ
り、江戸期の古地図には石橋と記されている
昭和４０年頃に水路は暗渠になり、橋もな
くなったが、現在は近くのバス停に「清水橋」
としてその名を留めている。
清水橋があった北東側民地に、お地蔵さ
んの祠とともにバス道路に沿って五輪塔が並
べられている。その数二十数基、風化が進ん
でいるものが多く、かなり古い年代のものらし
い。

バス道路沿いに並んだ五輪塔

五輪塔を並べている家の方にお伺いする
と、「大正３年生まれの叔母さんが子供のとき、
すでに今のような形で並べられていた」とのこ
とです。
附近に散在していた、あるいは偶然に地
中から掘り出された五輪塔がお地蔵さんのも
とに持ち寄られたのだろう。
街道の行路病者を弔ったものか、はてまた
“きしの砦”の近くにあることから、信長と村重
の戦の死者を供養していたのかと想像を巡ら
した。
（松田 記）
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林 亨

夏の真っ盛り、庭の葉刈りをしながら考え
た。何故、こんな暑いときに
葉刈りをしなければならな
いのか。そうだ、葉刈りをし
なくてもよい樹、即ち柿の
木に植え替えればよいと。
然しこの考えは家内から「何を考えてるん
ですか！」と一喝された。
この時首題の言葉を思い出した。皆さんは
これに続くフレーズをご存じでしょうか。
私は祖母から色々な昔の諺を聞きました
が、その中の一つに「桃栗三年柿八年、梅は
スイスイ十三年、アンズ九年で花盛り」と言う
のがありました。
大概の人に聞きましても、続きのフレーズ
を知っている人は少ないです。
荒牧の古老にこの話をしましたところ、別
の言い方として「・・、ゆうや橙二十年、栴檀（
せんだん）の大馬鹿三十年、主が死んだらわ
しがなる」と。この様に色々な言い方があるよ
うなので調べてみました。
ことわざ大辞典（小学館）によると下のフレ
ーズは「柚は九年」、「柚のバカめは十八年」、
「枇杷は九年でなりかねる」、「梨の大バカ十
八年」、「ミカンのまぬけは二十年」等。また「
桃栗三年、後家一年」と後家の操を保つのは
難しく、一年としゃれています。代わり映えし
ないが、他にも「・・・、林檎ニコニコ二十五年、
女房の不作は六
十年、亭主の不作
はこれまた一生」
などがあります。
桃栗三年柿八
年はどの諺でも変わりませんが、それに続く
成句は色々で樹木でばらつきが有ります。何
れにしても、成果が出るまでは辛抱強く待て
と言っているようです。

流れ込み、これが伊丹礫層を形成します。そ
の後、東西方向からの圧縮力が加わる地殻
変動により、台地の東北から南西へ向かう傾
斜地形が出来上がります。
② 伊丹台地の北東、川西市の鴨神社が標
高 44.1m 台地の南西、池尻一丁目の標高
15.0ｍより高低差は 29.1ｍ、２か所間の距離
6km から、勾配はおおよそ 0.5％です。
③ 伊丹小学校の東側に２m ほどの崖面があ
り、惣構えの境界になっているのは皆さんご
存知です。ではこの崖面はどうしてできたの
でしょうか？伊丹台地が誕生後、武庫川上流
に出来た土砂ダムの決壊による大土石流に
より削り取られてできたと想定されています。
④ 伊丹のほぼ中央を斜めに切る伊丹断層
と昆陽池陥没帯があります。最近の活動は２
万数千年前以降と推定されています。
昆陽池は陥没帯の地形を利用してつくら
れた。また慶長年間（1596～16014）に埋め
立てられた昆陽下池は、現在の昆陽池より西
方の周囲より一段と低くなっている陥没帯に
あったとされています。

心の匠授業 どんぐり座が公演
１０月１７日（金）、南小学校の「心の匠」授
業の一環として、どんぐり座がペープサート、
紙芝居を公演しました。
お客さんは１年生１９０名、出し物は「伊丹
に猿がいなくなった話」、「三軒寺の砂かけ
狸」、「野間の一本松といたずら狐」の動物シ
リーズ３本立てです。約３０分の熱演中、子供
たちは熱心に見入っていました。最後に子供
たちからどんぐり座一同に、お礼のあいさつ
がありました。どんぐり座の皆さんどうもお疲
れ様でした。

ありがとうございました

伊丹台地の地形・地質
歴史会が講師を招き勉強会
歴史会が１０月２０日（月）、阪急３階リータ
で外部講師を招いて、伊丹台地の地形・地
質について勉強会を開きました。
講師は、土木の仕事に従事され、地学・地
質に詳しい伊丹在住の奥村さんです。
当日のお話の中から興味のある項目を拾
ってみました。
① １２．５万年前、伊丹市域から北部の川
西・宝塚市にかけては海でした。その頃の猪
名川の河口は川西能勢口附近、武庫川の河
口は西宮市生瀬附近です。やがて地球規模
の寒冷化により海は後退して陸地化します。
そして武庫川、猪名川・北摂山地から土砂が

勉強会の様子

⑤ 講師の奥村さんは昭和４７年頃、下水道
工事に携わっているとき、旧加茂井の内部を
見られたそうです。石積の上に花こう岩の長
方形の石畳を敷設して、バス通りの舗装を支
えているとのことです。
本日は多くの資料と、興味あるお話を聞か
せて頂きどうも有難うございました。
（松田 記）
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古文書は楽し ！

中尾先生のユーモア混じりの講義は本当
に楽しいです。取り扱う資料も堅苦しいもの

離別之事

この

仕
り
候
処

とも

ためよって

そうろうところ

候

と も う おんな

たびりべつつかまつ

え ん づ そうろう

右 は 此 くま与申す 女

この 度 離 別

こうごいずかた

ごじつ

後 日の 為 仍 而

すこも

向 後 何 方 へ縁付き

つ

候

此 者 儀に付き少し茂

このもの ぎ

構 無御座

ごと

かまえござなくそうろう

くだん

離別状 件 の 如 し

金次郎

く ま との

お具満 殿

嘉永五年

ね

子 二月一日

みぎ

から、生活の中の庶民の問題まで様々で、動
きが生き生きと読み取れます。
ここで三行半の例を紹介します。皆様の参
考になればよいかと思いますので・・・。参考
にならない方が幸せかも・・。
“三行半”と言われる文書は、三行半で書
かれる離縁状のことです。夫が自筆で妻宛に
書いたものです。内容で重要なことは、①離
縁するということ、②妻の再婚の自由を認め
ると言うことです。また、離婚の理由が再婚の
妨げにならないよう、例えば「我等勝手に付」
の如く、夫の都合で別れると言う具合です。
今回の離縁状は６行に渉っていますが、
精一杯に書いた事が伝わってきます。修羅
場の中でも相手に対して気遣いを示す余裕
が必要な様です。
我々は「古文書を訪
ねて、新しきを知る」こ
とが出来る素晴らしい
グループです。

林 亨

（参考文献）森 安彦（中
央大学教授）「古文書を
読んでみよう」NHK 趣
味悠々平成 13 年７月１
日発行
文書；埼玉県立文書館/
武蔵国足立郡羽貫村藤
家文書 1560

１９９２年のことです。その後も戦闘は続き、よ
うやく１９９５年になって平和な独立国として
名実ともに認められるようになりました。戦争
後の傷跡と混乱からいち早く抜け出して完全
に復興し、今では活気と平和を取り戻してい
ます。そして世界中から観光客が数多く訪れ
ています。
クロアチアはイタリアの対岸にあり、美しい
アドリア海に沿って、南北に延びている国で

思い出の世界遺産 (１1)
「クロアチアのドゥブロヴニク」の巻
山内 富美子
ヨーロッパの南にあるバルカン半島西部の
クロアチアは、かつては旧ユーゴスラビアに
属していました。チトー大統領の死後、民族
運動が頻発し、激しい独立戦争のあとクロア
チア共和国として正式に認められたのが
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す。国土は九州の１．５倍位で、人口はおよ
そ４５０万の小さな国ですが、２０１０年当時、
７つもの世界遺産があったのには、驚きでし
た。
主に紹介するのは、ドゥブロヴニクという街
で、クロアチアの南の端にあってアドリア海に
面しています。「アドリア海の真珠」と呼ばれ
ているこの街は、城壁に囲まれていて古くか
ら海洋国家として栄えてきました。

ドゥブロヴニクの旧市街

その城壁に囲まれた旧市街が、世界遺産
に登録されており、中世の面影が色濃く残っ
ています。
オレンジ色で統一された屋根が並び、周
囲２㎞、高さが２５ｍある堅牢な城壁で取り囲
まれている街は、海の青さと対比して眺める
と、本当に絵になる光景です。この美しい絵
のようなドゥブロヴニクの風景を目に焼き付け、
思い出の写真を撮影するために、旧市街を
展望できる丘の方にバスで移動しました。丘
の上の方に登って街を眺めると、とても天気
の良い日だったので、紺碧のアドリア海と、オ
レンジ色の屋根瓦のコントラストがとても美し
く、その光景にアクセントを付けている、高く、
重厚な城壁とともに、忘れられない風景を、
私の脳裏に焼き付けてくれました。眺めの良
い絶好の場所を求めて、バスのドライバーさ
んが、３か所も移動してくれたお蔭です。
ここからは、城壁の中の旧市街を紹介して
いきます。メインの入り口は、ピレ門と言われ、
かつては日没になると門前の跳ね橋が上げ
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られ、門は固く閉ざされて、城壁の中との行
き来が夜は出来なかったと言います。恐らく
外からの敵の侵入を防ぐためだったのでしょ
う。このピレ門の上には、ドゥブロヴニクの守
護聖人、聖ヴラホの像が立っていて、行き交
う人々を今もじっと見守っています。 中に入
るとすぐ目につくのが、オノフリオという人が、
５００年以上前に造った大噴水で、１２ｋｍも
離れた水源から水を引いています。現在も１
６面の顔のレリーフの水道管の口から水が出
ていて、夏の暑いときには、訪れた人が水筒
に水を入れるのです。
オノフリオ大噴水の向かい側には、高い鐘
楼のある
フランシ
スコ会修
道院があ
ります。
中には現
在も営業
フランシスコ会修道院
中のクロア
チアで最も古い薬局があり、薬ツボなど古い
器具を展示する博物館もあります。フランシ
スコ修道院の広い部屋を案内してもらったと
き、最も印象的だったことは、１９９１年の独立
戦争で、ユーゴスラビア連邦軍による攻撃が
あった際、その部屋には多くの幼稚園の子
供がいたのですが、全員を上手に逃したた
め、子供たちは誰一人、亡くならなかったと
いう話でした。 しかし、今でも銃撃の跡、弾
の跡が壁に残っているのが、はっきりわかりま
した。
ピレ門から中心広場までの２００ｍ程のメイ
ン・ストリートがプラツァ通りで、両側には、カ
フェ・銀行・土産店が並び、１日中世界各地
から集まる観光客で賑わっています。
街の中心広場には高さ３１ｍの鐘楼があり、
正午に時刻を告げる荘厳な鐘が街全体に響
き渡ります。滞在中に何度か耳にしました。
丁度その鐘楼の隣にスポンザ宮殿と呼ば

れる建物があり、貴重なドゥブロヴニクの古文
書が保管されています。私が入ったとき、ホ
ールには土産物など売る出店が並んでいま
したが、１つの部屋の光景には驚きました。
そこには、１９９１年に、ドゥブロヴニクへの
ユーゴスラビア連邦軍の攻撃があったとき、
勇敢に戦って戦死した若者達、一人一人の
写真とその経歴書が、部屋全体に展示され
ていました。ちょっと胸を打たれたシ－ンでし
た。そして、生々しい独立戦争の時の映像が、
ビデオで流されていました。 戦争の時、街
は２千発の砲弾で破壊されましたが、ドゥブロ
ヴニ クの人々
の不断の努力
により街並み
は修復され、
今は大勢の観
光客や見学
者を迎えてい
大聖堂
ます。
城壁の中の旧市街には、大聖堂をはじめ
いくつもの教会や海洋博物館・旧総督邸など
見る価値のある建物が沢山あります。時間の
許す限り精力的に見て回りました。また城壁
の上に巡らされた遊歩道で、街を１周するこ
とが出来ます。１周２㎞程の城壁の上から見
るオレンジ色の屋根瓦や青い海の風景は、
充分楽しむことができ、遊歩道の散策は、絶
景めぐりのハイライトです。
旧市街の中にも普通の民家があり、青空
市場が開かれ、学校もあるのか、小学生が
三々五々帰宅している様子にも出会いました。
世界遺産に登録されている場所にも普通の
生活があるのを実感しました。
クロアチアの世界遺産の中で人気のあるス
ポットは、アドリア海沿岸に集まっています。
ドゥブロヴニクがナンバー１ですが、その北に
スプリットという町があります。アドリア海沿岸
の最大の港町で、紀元後３００年頃、古代ロ
ーマ皇帝のディオクレティアヌスが造った宮
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殿があります。宮殿跡の遺跡の中で、人々が
今なお生活しているという、不思議な情景を
作り出しています。
その他、シベニクの聖ヤコブ大聖堂や、ト
ロギ－ルの聖ロヴロ大聖堂、そして自然遺産
のプリトヴィッツェ湖群国立公園などの世界
遺産に触れてきました。
プリトヴィッツェ湖群国立公園は大小１６の
湖と９２カ所の滝のある公園で、幻想的なス
ケールの大きな美しい大自然の芸術といえる
ところです。春に訪れたのですが、アドリア海
沿岸とは異なり、５０㎝以上もの雪が積もって
いて、湖の船着き場まで雪の森の中を短靴
で歩いたのを思い出します。
（ 完 ）

[ガイド豆知識 第２回]

修理固成
猪名野神社
の参道から拝殿
の手前に、これ
から先は神域で
あることを示す
結界の注連柱が建っ 猪名野神社の注連柱
ている。右側の柱には「修理」左側の柱には
「固成」の文字が刻まれている。
この四文字は古事記の冒頭に出てくる言
葉であり、先ず読み方はしゅうりこせい。修理
＝しゅりが正しい読み方だ、とこだわる方もお
られるが、広辞苑では、“しゅーり（すりとも）１、
修繕、なおし２、修理職（しゅりしきの略）、現
代語読みでは、修理（しゅうり）＝繕いなおす
こと。修繕とある。何れの読み方でも意味は
同じ修繕を意味するのであれば、現代の慣
用語での発音で上等である。
修理固成の意味はこの漂える国を整え、
かため完成させよ。もう少しくだけた分かりや
すい言葉で意訳すると『地面はまだ固まって
いない、頼りない浮漂の様に漂えるくらげの

ような状態なので、しっかりした国に造り直し
なさい』。…と記されている。
猪名野神社の注連柱に揮毫された杉浦重
剛（しげたけ）は、教育家・思想家。昭和天皇
の皇太子時代、弟宮の秩父、高松兄弟と共
に帝王学の一環として倫理を進講した。注連
柱には「大正九年五月奉納」の銘がある。
（亀井 記）

▉
食

」

き） ・10/27（月）A コース（ドリーム 21 猪名
川） ・A・B（ひよどり台山歩会 神戸） ・10/29
（水）A コース（古典と歴史サークル 大阪） ・
A コース（尼崎年金者組合園田分会 尼崎）
屋外研修
・9/15（月、祝）土曜班・歴史会共催 ぶらり塚
口あるき近松記念館
どんぐり座公演 ・10/17（金）南小学校
歴史ロマン体験学習支援
・8/2（土）印鑑をつくろう ・9/6（土）ヒエログリ
フを活用しよう ・10/18（土）鼓をつくろう
有岡城跡の清掃
・8/26（火） ・9/23（火） ・10/28（火）

首

定例会 ・8/12（火） ・9/9（火） ・10/14（火）
案内ガイド
・8/21(木)A コース（興除公民館歴史をたず
ねる会 岡山） ・8/27（水）F コース（桃寿園
デイサービス 伊丹市） ・9/7（日）A コース
（近畿益田会 三田市） ・9/10（水）岡田家
（泉南市埋蔵文化センター 泉南市） ・9/12
（金）F コース（大阪狭山市熟年いきいき 大
阪狭山市） ・9/14（日）A コース（大阪高齢者
大学 OB 会 吹田市） ・9/17（水）A コース（大
阪府高齢者大学 豊能町） ・9/18（木）A コー
ス（三田高齢者大学きりえクラブ 三田市） ・
A コース（パナソニック松愛会 守口市） ・
9/19(金)A コース(関西八陵会 堺市) ・Ｂコ
ース（大阪高齢者大学 池田） ・9/30（火）A・
B コー ス（元気なわて 四條畷市） ・10/5
（日）岡田・石橋家（青年洋上大学同窓会） ・
10/7（火）岡田家（毎日新聞女の気持ちペン
グループ 大阪） ・10/9（木）A コース（宝塚
文 化 財 ガ イ ド ソ サ エ テ ィ 宝 塚市 ） ・ 10/16
（木）AB コース（ワンアップサークル 西宮） ・
10/18 （ 土 ）A コ ース（一六会 豊中市） ・
10/21（火）A コース（高大箕面同窓会 池田）
・10/23（木）A コース（阪急・阪神観光ある

ǽ

食

」

首

定例会 ・11/11（火） ・12/9（火） ・1/20（火）
案内ガイド ・11/6（木）A コース（大阪府高
齢者大学 茨木市） ・11/7（金）A・B コース
（元気なわて 四條畷市） ・11/15（土）B コー
ス（阪神シニアカレッジ 伊丹市） ・11/20
（木）A コース（わくわく会 高槻市） ・11/23
（日）A コース（関西詩吟文化協会春洲会 大
阪） ・11/27（木）A コース（三島子ども文化ス
テーション 高槻市 ） ・12/6（土）A・B コース
（西野山歩会 伊丹）
屋外研修 ・11/6（木）水曜班 大阪天満宮と
中之島 ・11/18（火）バス旅行 三木方面
歴史ロマン体験学習支援 ・11/8（土）兜をつ
くろう ・12/6（土）ペン立てをつくろう ・1/24
（土）管玉ブレスをつくろう
有岡城跡の清掃・11/29（火）一斉清 12/23
（火） ・1/27（火）9：00～

編集後期
いよいよ秋本番、暑くもなく寒くもなく、よい時候になりました。官兵衛人気も落ち着きをみ
せてきましたが、１１月は行事の多い月です。これが終われば師走、忘年会。あゝ一年は早
い早い。
（T M）
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