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伊丹の文化財保護の歩みと
文化財ボランティアの会

田家住宅が重文指定を受け、さらに５年には

私は文化財保護専門職員として、市内の
文化財の発見・評価・活用に関わってまいり

有岡城跡史跡公園が竣工しています。
平成７年１月の阪神･淡路大震災では多く
の文化財に甚大な被害が生じましたが、この
逆境をむしろ糧とし、旧石橋家住宅・容住寺
の十一面観音座像・発音寺の三面大黒天立

ました。その立場で本市の文化財保護の歩
みを振り返ってみますと、その原点はやはり
伊丹廃寺の発見ということになります。
足かけ９年に及ぶ発掘調査を経て、昭和

像・昆陽寺二天立像の文化財指定、復旧後
の旧岡田家住宅の隣接地に旧石橋家を移
築し、一般に公開する計画の立案など、文化
財保護活動が最も活発に行われたのがこの

４１年に国史跡指定されるとともに、中心伽藍
地区の公園化が図られました。これを契機と
してこの時期、御願塚古墳の県史跡指定、
伊丹市文化財保存協会・むぎわら音頭保存
会・御願塚文化財愛護少年団などが相次い
で発足し、本市の文化財保護の機運が大い
に高まりました。
この昭和４０年代前半を第１期と
すると、第２期の文化財保護活動の

時期です。
文化財ボランティアの会の発足はまさにこ
の時期を象徴するもので、混乱続く震災１年
後の平成８年に養成講座を開き、同４月に受
講生の有志によって結成されました。
来年４月には文化財ボランティアの会発足
２０周年を迎えます。これまで会を支え、会の
運営に関わっていただいた方々に深く感謝
申し上げますとともに、今後も引き続き本市

隆盛期は、有岡城跡の発掘調査が
始まった５０年代前半でしょう。昭和
５４年には有岡城跡が国史跡に指
定されています。
そして平成に入り、阪神･淡路大震災の前
後数年間が第３期に当たります。平成元年に
は遺跡地図が完成し、市内全域の遺跡の保
護が図られるようになり、また平成４年に旧岡

の文化財の保護と活用、歴史文化の情報発
信にご尽力いただきますようお願いします。

伊丹市教育委員会 小長谷正治

27 年度総会開催 新年度の開始
４月１４日（火）に本年度の総会を開催、４７
名が出席、２６年度活動・会計・会計監査報
告に続き、２７年度の活動計画・会計予算が
審議のうえ可決されました。

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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神津地域の縄文時代から
現代を知ろう～史跡めぐり～

たそうです。そして第１期生の有志により、わ
が「伊丹文化財ボランティアの会」が発足し、
現在に至るわけです。伊丹の文化財が現在
の姿を取り戻すまでの様子を、先輩諸氏に
聞いてみたくなりました。
指定された文化財のみならず、伊丹の文
化財について勉強し、後世にそれらを伝えて
いこうという熱い思いが、現在の私たちの活
動に受け継がれていることを実感しました。

第２０回文化財ボランティア養成講座
平成２６年度の文化財ボランティア養成講
座受講生による市内史跡めぐりが、３月２１日
（土・祝）に行われました。１３名の一般参加
者と受講生、会員の計２５名が猪名川を越え
て神津地域に向かいました。
今回のガイドコースは、有岡城跡～石造地
蔵菩薩立像（ 市指定有形文化財 ）～桑津神
社（県指定重要有形文化財 ）～春日神社（県
指定重要文化財）～口酒井遺跡～岩屋遺跡
出土堰遺構復元展示～スカイパークセンタ
ー内展示物見学でした。

（藤原 記）

下り酒の積み出し港 「伝法界隈」
を訪ねて
金曜班 屋外研修
行楽日和に恵まれた３月２７日（金）、参加
者２２名で、伝法界隈を散策しました。伝法
の地は、往時は酒造りが盛んで４０軒近くの
酒屋があったとのことであり、伊丹の私どもに
とって何となく親近感を覚えます。コースは盛

日頃は史跡ガイドで訪れることが少ない神
津地域ですが、縄文時代から発達した地域
であったことが伺える遺構が多く残っていま

り沢山ですが、順を追って報告します。
１ 西念寺
大坂道の道沿いの小さな寺ですが、隆盛
期には広大な寺領であったが、寺の殆どは
新淀川の開削で川の底になったとのこと。
また、明治の廃仏毀釈で寺の伽藍はことご
とく打ち壊されてしまい、往時の壮大な姿と
は全くかけ離れています。
中川ご住職の丁寧な説明に感謝です。

す。大阪空港の整備により、古代の遺構が
数々発見されたという興味深い土地柄です。
当日参加者に配られた資料は、古地図や
遺構の写真、社寺の建築用語解説・年表な
どが添付され、受講生のみなさんが史跡めぐ
りに向けて準備に力をそそがれたことが推察
できました。
史跡めぐり冒頭のあいさつの中で、この養
成講座が阪神淡路大震災の翌年にスタート

２ 庚申堂
新淀川の堤防の下に庚申堂があり、地元
の人達に守られて佇んでいます。お堂にご
挨拶のあと堤防へ、清々しい風の心地よさと
雄大な河口の眺めで心が和みます。
３ 正蓮寺
この寺も往時は七堂伽藍の大寺院でした
が、火災や震災で大幅に縮小されています。
毎年８月２６日に行われる川施餓鬼は享保

したという話がありました。その前年より準備
を進めていた事務局の方々は、震災で市内
の文化財が大きな被害を受け、混乱した状
況にありながらも、第１回の開講に踏み切っ

６年（１７２１年）に始まり、日本三大施餓鬼の
ひとつとして、大阪市無形民俗文化財に指
定されています。

春日神社でガイド
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秀吉が感激して、当社に「鴉宮」の名を贈っ
たとのこと。拝殿に突き出した船の舳先の形
状は一風変わっていますね。
西九条方面に向かう途中で「白砂大神」を
経由し「初代大坂船奉行所跡」に到着。
ここには大きな石碑があります。石碑には
橋本徹大阪市長の筆で「初代大坂奉行所跡」
と麗々しく揮毫されており、その筆跡は一見
に値します。その後、西九条の駅前で解散し、
伝法界隈の散策を終了しました。（永野 記）

正蓮寺山門にて

つぎの目的地に行く途中、公園の一角に
残念石があります。大坂城築城にあたって、
城壁の石をかき集めるのですが、運搬途中
で落とした石は落城を連想させるので縁起が
悪く、そのまま捨て置かれます。
この残念石の上面にはご丁寧にセメントが
張り付けられているではありませんか。大切
な文化遺産にセメントを張り付けるとは、それ

緑ヶ丘公園の自然を楽しむ
第３回阪急・阪神沿線観光あるき
４月５日（日）、あいにくの雨のなか参加者
１４名に会員７名が加わって出発、さっそくリ
ピーターの方から「前回も雨でしたね」と声が
かかり、誰が雨男か雨女かで話が弾んだ。

こそ 「残念！」
４ 澪標住吉神社
延暦２３年（８０４年）遣唐使の航路安全を
祈願する祭壇が設けられ、一行の帰りを迎え
る目的で澪標を立てたのが始まりとのこと。こ
の延暦２３年の遣唐使は２０回渡航のうち第１
８回目であり、空海・最澄が乗船していたとい
いますから驚きですね。
５ 鴻池組旧本店

有岡城惣構えの段丘面を確認しながら、猪
名野神社へ。燈籠の多さや形の違いに皆さ
ん興味を示された。木々の芽吹きが美しい緑
道をたどって白洲屋敷跡の看板に着く。甲子
園球場のグランド９個分の広さの説明に「ホ
ーッ」と感嘆の声が上がった。
緑道から下り、花散らしの雨と花びらに煙
る公園を抜けて多田街道へ。本日のイベント
広報で知ったからと、北村の景観を創る会の

今回散策の目玉のひとつであった鴻池組
旧本店は、あいにく建物の補修中でシートで
覆われており、全容を拝見することは出来ま
せんでした。シートのすき間から明治４３年（１
９１０年）建築のアールヌーボー様式のモダン
な木造洋館を目に収めた次第。でも明治４２
年（１９０９年）に建てられた町屋風の旧本宅
を見ることが出来たのがせめてもの慰みです
６ 鴉 宮

岸本さんが特別に水車を回してくださった。
辻の碑の説明では「言うことなし」の高評価を
頂いた。創る会の方々が丹精込めて育てら
れた川辺の花々を愛でながら、北村を抜けて

建保３年（１２１５年）に村と港の繁栄を祈念
して傳母頭（もりす）神社として鎮座していま
した。文禄元年（１５９２年）に豊臣秀吉が出
兵した際、無事平安に帰国を果たしたことを

回る水車に歓声
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緑ヶ丘公園へ。梅の木をすっかり処分した築
山には枝垂桜が３本、満開の艶やかな姿を
見せていた。鴻臚館では参加者の方々は茶
道協会の方の指導のもと正式なお手前を学
んでいたが、ガイドの面々は表裏、自己流、
柳生新蔭流など様々な流儀でお茶を味わっ
た。
住宅街を抜けて伊丹廃寺跡へ。鋭い質問
も出て、参加者の興味・関心の高さが窺えた

参加しました。
本尊の阿弥陀如来立像（市文化財指定）
は鋳物師の霊蓮寺から信長・村重の戦火を
逃れて当寺へ移されたものです。そのため本
堂の規模と比べて本尊がやや大きすぎるの
で、本尊の台座を下げて配置しているという
ことです。
また仏教の教義について、普段はなかな
か聞くことのない奥深い講話を聞かせて頂き

桜吹雪の駄六川沿いをたどって大鹿方面
へ妙宣寺、竹塚お塚と見学し、守り伝えてき
た人々を偲んだ。江戸時代の街道の風情を
漂わせる大鹿センター前で５月９日（土）の歴
史ウォークの案内を伝えると、興味を示され
るリピーターもおられた。
有馬道を通ってみやのまえ文化の郷へ、
アンケートを記入して解散。「ありがとうござい
ました。」の声の中に「また次回もよろしく」と

ました。

（松田 記）

３月２８日（土）、摂陽小学校校区の地区福
祉まちづくり協議会・スポーツ交流部会主催
で、「伊丹市南西部の奈良時代から続く古
里・氏神様を訪ねる」という史跡巡りが行われ
ました。

の言葉を頂いた。
柿衛文庫庭の見頃の桜を眺めながら、雨
もまたよしと思った。…伊丹名物の自転車通
行が少なかったから …
（半澤 記）

辻の碑から多田街道を４００m ほど北へ上
がったところに教善寺があります。ようやく暖
かくなった３月１６日（月）、歴史会が教善寺
で大路導師の講話を聞く会を開催、２９名が

山田高皇産霊神社

７８名の参加者のみなさんは４班に分かれ、
私たち土曜班も史跡のガイド役で同行して、
せつようセンターを出発しました。
南野神社～健速（たけはや）神社～山田高
皇産霊（ たかみむすび ）神社～時行・時友神
社（尼崎市）～閼伽井（あかい）の井戸～昆陽
寺～西天神社～東天神社～昆陽池 と約８ｋ
ｍの行程を歩きました。
市域南西部の南野神社や健速神社、山
田高皇産霊神社は初めて訪れる場所でした
ので、よい機会を与えていただきました。
（藤原 記）

本堂で講話を聴く
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③ 字 数
＜研究発表＞

川柳も俳句も十七音字で、十七字、十七文
字ではない。
「しゃ・しゅ・しょ・きゃ・きゅ・きょ・」などの拗（よ
う）音は、字の数は二つだがリズムは一音とな
る。
ただし促（そく）音は小文字でも一音のリズム
を持つ <例えば>
こっかいちゅうけいニュース

石飛淳夫

① 柄井川柳
川柳という文芸名称は柄井（ からい ）川柳
（1718～1790）なる人物名
に由来する。点者(選者)と
して活躍したが、温厚な人
柄や勝れた選句力と熱心
さで、たちまち江戸一番の
柄井川柳
人気点者になった。 川柳の
評点を「川柳点」といい川柳の没後、彼の選
者としての人望、さらには追慕の念がいつし
か、点を省略して句そのものを川柳と呼ぶよ
うになり、世界にも類をみない人の名前を付
したジャンル名が誕生した。
初代川柳の没後、長男が二世川柳を継ぎ
その弟が三世川柳を継ぐも、点者としての力

13 字で 11 音
こうはくうたがっせんはつしゅつじょう
18 字で 16 音
五（上） 七(中) 五(下) の十七音字が基本だ
が、上五だけは、上六、上七まで許される。

量もなく、社会での人望も薄く、その資格も剥
奪された。また四世川柳、五世川柳は、独自
性を出そうとするあまり、結果的に低俗な掛
け言葉を面白がる「狂句」を主張するようにな
り、「狂句百年のわざわい」といわれる狂句時
代が延々続き、正しい川柳は死んだのかと思
われた。明治三十三年以降、やっと初代川
柳の時代に戻ることになった。しかし俳句との
間に大きな格差がついてしまった。

重くるしくない。
・滑稽味…おもしろおかしく、たくみに言いな
すこと。

② 川柳と俳句の違い

⑥ 作 句

・内容 俳句…文語体で主に花鳥風月(天地
自然の美しい景色)を詠む
川柳…口語体で主に人間（生活）を
詠む
・約束ごと 俳句…季語を入れて季節感を持
たせる（例外もある）
川柳…とくにない
・切れ字 俳句…多く使う（や、かな、けり）、

三要素プラスアルファとして俳句の分野をも、
短歌の良さも、現代詩の感性をも、さらには
歌謡詞の心をも学び、川柳作品として採り入
れることができる要素は、どん欲に吸収して
プラスアルファを個性とする。

④ 川柳の三要素（古川柳）
・風 刺…遠まわしに社会、人物の欠陥や罪
悪などを批判すること。
・軽 味…軽やかさ、さらりとした平淡なもの、

⑤ 定 義
・平易簡明、十七音批判精神（三條東洋樹）
･真・情・美（前田伍健）
川柳は真実の詩なり 魂なり
川柳は情味の詩なり 情とは愛なり敬なり
川柳は美しき詩なり 美とは調なり色なり

⑦ 好きな句，目指したい句
・ 役人の子はにぎにぎをよく覚え
・ 一つ宛蛙を仕舞う水の音 （真髄）

全部で１８字あるとされている
川柳…極力使わない
・言いたいこと 俳句 100％言う
川柳 70～80％に抑える（余韻を残す）

・ 孝行のしたい時分に親はなし
・ 粉のふいた子を抱いて出る夕涼み
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⑧ 漢字・ひらがな・カタカナの使い分け
女…性別に女よる女性（女の一生見事
に演じ切る乳房）
おんな…子供の産める年齢（おんな二
人男を責めるとき同志）
オンナ…ちょっと崩れた女（いかがわし
いチラシを夜のオンナから）
ONNA…自分の愛人（もう一人の ONNA
に所有権を持つ）

昆陽池の
南西側、松ヶ
丘１丁目の昆
陽池西交差
点に北向き
地蔵がある。

それぞれのイメージが違ってくる
漢字は男っぽさ・父親的感覚、ひらがなは
女っぽさ・母親的ムード

昆陽寺方面
北向き地蔵
に向かう行基
道が有馬道から分岐する地点である。北向き
地蔵保存会は「宝暦３年（1753 年）３月昆陽
村市場町の角屋五兵衛が昆陽村墓地の北
側に建立、昆陽寺への道しるべとして行旅の
利便に供した」と記している。地蔵の台座に
は“右行基菩薩道”と印されており、道標を兼
ねている。道路整備等に伴い何回かの移動

⑨ し止め（下五連用一字止め）はやめたい
用法
…大きくし …食わずに居 …見出して来
…覗いて見 …叱りに出 …一人で寝
現代川柳独特の下五のリズム感を守るため

⑩ 使ってはいけない言葉
差別用語等

の後現在地に落着き、立派な祠に祀られて
いる。昭和２８年国土地理院発行２万５千分
の１の地図には有馬道、行基道の分岐あたり

⑪ 悩み、ジレンマ
※参考資料

ＮＨＫ学園（川柳必携）

＜作品集＞
イカナゴの小さな命街が沸く
鳴き砂も消えてこの町遠くなる
皆静か酌も忘れて蟹せせる
新緑のふところにいる深呼吸
推し量る奥の深さに入りきれず
意味深な問いへひらりと身をかわす
季の移り蛙の笛も消えて夏
蝉時雨に午睡の夢を破られる
ひとふりの塩桜エビ旨くなる
岐路に立ち守るべきもの捨てるもの
終の日まで持ち続けるか人の欲
口説いてもこちら向かない春の精
音もなく睡魔が迫る昼下がり
午後三時猫も私も欠伸する
ストレスの虫うじゃうじゃとわが胸に

に「池茶屋」の記載がある。聞くところによると、
昭和３０年代中頃まで茶店風の売店があった
らしい。池茶屋から２km 南西の西国街道に
は「髭茶屋」があり、今は尼崎市および阪急
バスのバス停にその名を留めている。また
1.5km 北西の有馬道、宝塚市安倉地区の旧
字名には「姥（ばんが）茶屋」があった。現在
は「姥ヶ（うばが）茶屋伊丹線」という県道３３１
号線の名称として残っている。しかし「池茶屋」
の名は今では見当たらない。（松田 記）

<お わ り>
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皆さんよろしく

愛着があったのですが、だいぶ変わってしま
いましたね。今回、伊丹の文化財のボランテ
ィアの会に入会させていただき、自分の処を
得たように感じております。班は水曜に属し
ております。皆さま、どうぞよろしくお願いしま
す。

新会員 20 期生

下村 則子
「ばあば、やるやん」。修了証書を見せた
時の孫娘（大 1）の言葉です。とまどいながら
も嬉しく受け止めました。
伊丹で生まれ育った私ですが、足早に過
ぎ去った年月。仕事もリタイヤし、健康のため
に始めたウオーキング（史跡めぐり・城めぐり・

<行基会資料 ２>

行基の生涯

古道歩き等）で現地ガイドの方々の活動、活
躍を目の当たりにし感じることが多々ありまし
た。ふと立ち止まったとき「伊丹」の風景、空
気が違ったものに写りました
今回の講座を受ける機会が有難く、興味
深くまた新しい発見がありました。文化財に
接する温もりを、伊丹への思いが再確認でき
ました。孫の言葉に背中を押され、友を私の
ガイドで『伊丹』を案内できることを願いつつ

仏教が鎮護国家の
ためと位置づけられて
いた奈良時代におい
て、行基は朝廷の禁
圧に屈せず、82 歳の
生涯を民衆のための
伝道と社会事業の遂行に捧げた。
行基建立の伝承や行基造願の仏像を持

皆様の輪の中で楽しく学びたいと思います。
どうぞよろしくご指導下さい。

つ寺が東北から九州にかけて 1400 ヶ寺以上
ある。終生畿内から出なかったとされる行基
に、このような伝承があるのは、行基が時空
を超えて長く広く民衆に崇められてきた証で
ある。
畿内にはたくさんの行基伝承の寺院があ
るが、『続日本紀』に記されている四十九院
の中には、現在まで継承されている寺院もあ
る。また『行基年譜』は行基が弱者救済のた

門田 晶
皆さま初めまして！伊丹生まれの伊丹・京
阪神育ちです。日本よりも、むしろ伊丹や大
阪に自分の根っこを感じています。
生まれは梅ノ木町です。この 15 年間、台
湾は台北で暮らしていまして、つい先月に帰
国しました。それから、おなじ伊丹の西野に
引っ越して、新生活を始めております。
おなじ伊丹市内に住めて嬉しいのですが、
伊丹に愛着があるだけに、台北に居ったとき
より、むしろ今の方が、遠くに住んでいるよう
で寂しい気がします(笑)… というても、西野
や昆陽にも大分慣れて参りました。小さい時
から伊丹の歴史
が好きで、歩き

めに畿内に布施屋９、架橋６、道路１、ため池
１５、用水路７、水門３、船泊り２、堀川４を築
造したと記している。
次に行基 8２歳の軌跡を辿ることとする。

や自転車で市
内あちこち廻っ
ておりました。
とくに中村に

賣（こにひめ）とされている(『大僧正舎利瓶
記』)。これによれば行基の家系は百済系渡
来氏族である。母の生家跡に 37 歳のとき、家
原寺を建てる。河内国は西に瀬戸内を控え、

門田さん

１ 出 自
行基は天智元年(668 年)に河内国(のち和
泉国)大鳥郡に生まれた。父は百済から来た
王邇の子孫、高志才智で、母は河内国大鳥
郡の蜂田首虎身（おびととらみ）の、娘古邇比

下村さん
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５世紀以来大陸から多くの氏族が渡来・定住
し、進んだ技術で河内平野を開発し、文筆を
以て大和朝廷に仕えた。
行基はこうした家系と環境に生れ育ち、先
進文化の担い手であった僧侶への道を歩む
ことになる。
（1）出家・得度
行基は天武 11 年（682 年）15 歳で出家して

寺は葛城山の中腹にあった山寺で、山林
修行の拠点でもあった。戒師徳光も山林修
行者と考えられる。但し当時の国が定めた受
戒の場は大官大寺であり、『舎利瓶記』や『続
日本紀』に行基の受戒の記載がなく、後年朝
廷が行基を「小僧行基」と非難したこと等から、
行基の受戒は公認されたものではないようで
ある。
（3）教学学習と山林修行

沙弥になる(『舎利瓶記』)。この年、草壁皇子
の娘日高皇女(後の元正天皇)の病気平癒を
願い大官大寺にて１４０余人を出家させてお
り(『日本書紀』)、行基がこの中に含まれてい
たことが有力視されている。行基が出家した
とき、｢瑜伽唯識論｣を詠んでその意を了した
とある（『続日本紀』）
（2）受戒・具足戒
行基は 24 歳のとき、高宮寺の徳光から具

この頃の受戒僧は山寺における山林修行
と、官寺における仏教学学習を交互に実践
した例が多い。行基も飛鳥寺(法興寺)で教学
経典を学び、次いで薬師寺で法相大乗に接
し、兼ねて利他の行を修した。この間 1 日１夜
の間に山林修行した(『菩薩伝』)。山林修行
は釈迦も実践した悟りの境地へ至るための
重要な修行であった。
この頃中国の三蔵法師玄奘の下で学んだ

足受戒した（『行基菩薩伝』）。７世紀に大和
国葛上郡に高宮山寺が存在しており(『日本
霊異記』)、これが高宮寺と見られる。高宮

道昭が、飛鳥寺の東南隅に禅院を建て、天
下の行業の徒が禅を学びに集まった。道昭

2 修行期

[ガイド豆知識

と行基の出会いが想定される。道昭は

↗

第４回]

鳥居の種類
神社の入口には必ず鳥居があります。鳥
居は神域と人間の住む俗界を区画するもの
で（結界）、神域への入り口を示している。
鳥居には大きく分けて、神明（ しんめい）鳥
居と明神（みょうじん）鳥居があります。
神明鳥居の特徴は最上部の水平材である
笠木、およびその下の貫（ ぬき ）が水平に配
置されて反りがなく、柱と同じく円形断面の材
料を用いている。柱は地面に垂直に立てら
れており、全体に装飾が少ない簡素な構造

神明鳥居は靖国神社に代表される護国神
社系に多くみられる。伊丹市内の神社はほと
んど明神鳥居である。
ただし須佐男神社（御願塚）はコンクリート
製の朱塗で明神鳥居のうち、左右の柱前後
に控柱がある両部鳥居である。
広島の厳島神社大鳥居、滋賀県高島市の
白鬚神社大鳥居は両部鳥居で、水中に立つ

であり、木製が多い。
明神鳥居は石材使用が多く、笠木、島木
に反りがあり、額束を設け、柱は内側に傾斜

鳥居は安定のため控柱を設けた形式にして
いるのはうなずける。陸地に立つ須佐男神社
の鳥居がなぜ両部鳥居としているのか分から

させて安定感を持たせている。

ないが、装飾的で華やかである。（松田 記）
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わが国法相の初伝とされ、晩年天下を周遊し
て、道のほとりに井戸を掘り、河川の渡し場に
船を備え、橋をかけた(『続日本紀』)
（4）三階教と出会う→衆落での活動へ
中国の僧信行は 6 世紀に三階教を開き、山
林修行は小乗的な自利行と否定し、衆落に
活動の場を求め、衆落に住む同胞の力を借
りる必要性を説いている。所謂知識集団であ
る。行基は法興寺で修行中、道昭が中国より

点を都周辺から山城、摂津に移して対立を
避けながら活動を続けた
4 活動中期・黙認～融和期(山城・摂津で院
とため池、用水路、交通網等の建設)
朝廷は養老 7 年（723 年）これまでの土地公
有制を、「三世一身法」を制定して開墾地の
私有化を認めるようになった。行基は各地の
農民の協力を得て灌漑用のため池・用水路
を掘り、これらの維持・管理のための院を建

持ち帰った三階教典を目にして、10 年余の
山林修行を中断し、故郷大鳥郡に帰った。と
きは慶雲元年（704 年）、行基３７歳であった。
郷里の人々は行基を温かく迎え入れ、須恵
器の生産地であった大村里で大須恵院の建
設に貢献した。この頃母親が病気にかかり、
行基は生駒山房で母に孝養をつくしながら
「集落の仏教」への思索を深めた。
3 活動初期・禁圧期(和泉・河内・都周辺で

て、知識を増やしていく。むしろ朝廷に代わ
って灌漑事業や貧民救済事業を推進したの
である。工事はさらに掘川、橋、道路と続き、
遷都に対する交通網の整備に役立った。行
基の活動は朝廷から次第に黙認され、天平
３年（731 年）行基に従う高齢者に得度を認め
た。出家により課税免除され、刑罰も軽減さ
れることから朝廷の大きな歩み寄りである。こ
うした朝廷の融和策は光明皇后とそれに連

の布施屋、院建設)
行基が三階教に出会い山林修行を終え民
衆伝道と社会事業活動を始めたのは３７歳
（704 年）頃である。当初の活動の場は生国
の和泉・河内と都周辺であった。
先ず調・庸を運んで都へ来て、そのまま都
の周辺にさまよっている人々を組織して、民
衆のための「布施屋」や「院」の建設に取りか
かった。布施屋は調・庸を都へ届けに来る

なる権力の中枢にあった藤原氏の意向が反
映されていると推察できる。
天平 10 年（738 年）の『大宝令注釈書古紀』
に「行基大徳」の行業があげられている。
5 活動後期・禁圧解禁期(聖武天皇との会
見と猪名野に給孤独園許可)
天平１３年（741 年）聖武天皇は泉橋院に行
幸し、行基と親しく会見した。そのとき猪名野
の荒れ地を給孤独園することを許し、行基の

人々のために交通の要所に配置された簡易
宿泊施設であった。院は民衆のための寺院
であり、修行の道場であったが、寺院を私的
に建てることは禁止されていたので垣根で囲
った建物を「院」と名乗った。
朝廷は中国の先例を学んで宗教的な結合
が反政府活動に転化することを危惧し、養老
元年（717 年）僧尼令違反者として行基を小
僧行基と名指して禁圧した。それでも布教活

下、架橋工事に従う者 750 人に得度を許した。
泉橋院での会見は橘諸兄（光明皇后の異父
兄）の仲介が想定されている。
『行基年譜』に行基がそれまでに取り組ん
だ交通施設、灌漑施設、布施屋等が聖武 18
年（天平 13 年）記として遡って一挙に記載さ
れている。これはこの年に朝廷が公に行基の
活動を認めたと考えてよい。
6 活動晩期・大仏勧進、大僧正

動を続け、都に下級役人寺氏の支援で菅原
寺を建てた。このため朝廷は養老 6 年（722
年）在京僧尼が不法な布教活動をしていると
して、禁令をだした。これにより行基は活動拠

聖武天皇が天平１５年（743 年）紫香樂にて
その詔で「菩薩の大願」を発し、盧舎那仏の
造立を宣言した。行基は請われて勧進を務
め、自らの知識集団を大仏造立に向けて協
9

力させた。『続日本紀』に「ここに行基法師、
弟子どもを率いて衆庶を勧め誘く。」とある。２
年後に大僧正に任ぜられることになる。齢７８
歳であった(『続日本紀』、『舎利瓶記』)。この
年それまで僧正として仏教界の中枢を担っ
た「玄昉」は筑紫に左遷された。
これまで見てきたように、朝廷が政治・社会
情勢に応じて行基への対応を弾圧→譲歩→
積極的起用に転じた。しかし行基は思想や

摂津） ・4/5（日）B コース（阪急阪神沿線観光ある
き） ・4/11 郷町館（小林もくもく友の会 高槻） ・4/15
（水）A コース（えひめ文化健康センター 松山） ・
4/21（火）A コース（大阪歴史散歩の会 大阪） ・4/23
（木）A コース（AS 同窓会 大阪府）
屋外研修 ・3/16（火）歴史会 教善寺講話 ・3/27
（金）金曜班 伝法方面
どんぐり座公演 ・2/18（水）鈴原小 ・3/4（水）鈴原
小 ・3/6（金）稲野小

立場を根本的に変えたというより大仏造立が
仏国土の招来と受け止めて協力姿勢を示し
たと考えられる。
聖武天皇が行基などの知識の活動に範を
とり、仏教政策をすすめたことも協力した一
因とみられる。行基は高齢でもあり、大仏造
立は民衆に多大に負担をかけることから、次
第に布教・勧進の現場から遠ざかっていった
行基は大仏開眼を目にすることなく、天平

歴史ロマン体験学習支援 ・2/21（土）ハニワを
つくろう ・3/7（土）勾玉をつくろう ・4/25（土）ブッ
クカバーをつくろう
有岡城跡の清掃 ・2/24（火） ・3/24（火） ・4/28（火）

今後の予定（5 月～7 月）
定例会 ・5/12（火） ・6/9（火） ・7/14（火）
案内ガイド ・5/8（金）C コース（街道の会 宇治）・
5/9（土）市民ガイド 大鹿地区 ・5/19（木）岡田家（と

21 年(749 年)平城京菅原寺（現喜光寺）で 82
歳の生涯を終え、生駒竹林寺に葬られた『舎
利瓶記』)。

定例会 ・2/10（火） ・3/10（火） ・4/14（火）
案内ガイド ・2/18（水）A コース（大阪高齢者大学
枚方） ・2/21（土）A コース（宝塚 宝塚） ・3/1（日）A

よなか粋遊会 箕面） ・5/20（水）有岡城跡（美尤婦人
学級 神戸） ・5/22（金）A コース（高橋亨 名古屋） ・
A コース（大阪府高齢者大学歴史遺産 東大阪）
・5/23（土）A コース 阪急・阪神沿線観光あるき ・A
コース（大和会川西池田支部 豊能） ・有岡城跡郷町
館（史跡巡りハイキングの会 川西） ・5/24（日）A・B
コース（歴史グループ早雲 京都） ・B コース（散策
の会 伊丹） ・6/1（月）B コース（新日本婦人の会宝
塚支部 宝塚） ・6/7（日）A コース（伊丹小加藤学級

コース 阪急阪神沿線観光あるき ・3/7（土）Bコース
（宮水学園 熟年パワー交流会 西宮） ・郷町館（歩こ
う池田五月会 池田） ・3/12（木）A コース（月一会 四
條畷） ・A コース（鳴尾東公民館 西宮） ・3/17（火）A
コース（西宮 西宮） ・3/19（木）A コース（吹田まち案
内人 吹田） ・3/21（土祝）市民史跡めぐりガイド神津
方面 ・3/28（土）野間、昆陽地区（摂陽小校区協議
会 伊丹） ・3/31（火）A コース（高齢者大学同窓会

伊丹） ・7/10（金）A コース（トラベル日本ぶらり町さ
んぽ 大阪）
どんぐり座公演 ・5/9（土）大鹿センター ・7/24
（金）ことば蔵
歴史ロマン体験学習支援 ・5/16（土）土器を
つくる ・6/6（土）印鑑をつくる ・7/4（土）器をつくる
有岡城跡の清掃
・5/26（火） ・6/23（火） ・7/28（火）9：00～

活 動 記 録 （2 月～4 月）

編集後記

が咲い
（T M）

編集後記
今年の春は雨が多く、傘をさしながらのガイドもあり、雨で花見も出来ぬうちに桜が散りまし
た。年度始めの総会が終わり、新緑が萌える頃になると早や連休が迫ってきます。と同時
に火曜会通信の編集もいよいよ佳境に入ります。
（T M）
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