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年男 🐵 年女

新年のご挨拶
会長 池田 利男
平成２８年、明けましておめ
でとうございます。
火曜会結成より２０週年を迎
えました。誠に喜ばしい事です。偏に会員の
皆様によるご努力の賜物と感謝しております。
本年は申年で申年生まれの方のご活躍を期待
致します。
火曜会結成以来、各方面の方々、諸先輩の
ご指導により色々な経験をされ、今日があり
ます。各リーダーの元にて独特な個性を発揮
され、多くの事業を行って参りました。益々
発展しましょう。
第２１回ボランティア養成講座の受講者よ
りの、多数の入会をお待ちしております。み
んなで楽しくやりましょう！！

文化財ボランティア養成講座始まる
第２１回文化財ボランティア
養成講座が１月２６日（火）か
ら始まりました。
２月２３日（火）までの５回の講座（詳細
は１０頁今後の予定参照）があります。その
後２回の準備会を経て、３月１９日（土）市
民参加の史跡めぐりガイドを実践します。

申年追想

《 柴田 博 》

「年男の感想を・・」と言われ、
「あぁ来年
は・・」と指折り数える程の年回りをふと感
じると共に、だんだん「日本の昭和を語る」
者が少なくなってきたこの頃、遠のきつつあ
る昭和の生き様、来し方の内、脳裡に焼き付
いた記憶の中の数点を摘まみあげるので少々
辛抱してお付き合い願いたい。
1932 年壬申(みずのえさる)年、上海事変、
満州国建国、五一五事件と政情が徐々にきな
臭くなる年に、大阪天下茶屋に生を受け、祖
父の大川市太郎が松竹兄弟と創業以来の歌舞
伎脚本家だったそうで、歌舞伎役者がよく打
ち合わせに来訪していました。
未だその頃は、
ご近所のお師匠さんの稽古三味線の音が風に
乗って流れてくるなど、少しは世情も余裕の
ある時代だったかも・・・。小学生時代は、
帝塚山将軍塚古墳に蝶や蜻蛉や甲虫を追いか
け、将来は昆虫学者を夢見たものでした。
運命が一変したのは、昭和２０年３月１３
日の大阪大空襲で、頼りの父母が不在の中、
祖父母と弟の四人で、雨霰と降り注ぐ焼夷弾
でバタバタ倒れる人の間を縫って、国道を唯
ひたすら南へ南へと走り逃れた記憶のみが残
っている。

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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被災後、焼け跡から親戚を頼って丹波篠山
に疎開するまでのことは、先日亡くなった野
坂昭如氏の「火垂るの墓」を観るたび、その
情景が重なって胸が熱くなる。野坂氏のご冥
福を祈ります！ そして、馴れない疎開暮ら
しと、病を克服しながら明治の気骨で戦後の
激動期に我ら三弟妹を育て上げた両親には、
唯感謝あるのみ。
終戦後の巡る申年は、さして意識した事も
なく、
学生時代の想い出と云えば艶気の無い、
伝統の厳しい文武両道・質実剛健の校風に耐
え、級友が共学女子と楽しむテニスを横目に
帰っては農作業の手伝いの明け暮れのお蔭で
身体が丈夫になったのを感謝すべきであった。
しかし成年後、会社勤務余暇にバレーボー
ル・山登り・演劇・音楽鑑賞そして、当時流
行の歌声喫茶などに、逃げる青春を追いかけ
て熱中出来たのは幸せと云うべきだろう。
振り返ってみれば、幸せとは軍国少年時代
から平和な晩年時代に至るまで紆余曲折は有
るものの、時に心の内に熱中できるものを持
ち、家族と健康で平凡に生きられた事かも知
れない。戦中戦後を生き抜いた小学生時代の
友は、正に戦友とも云える存在で、今でも信
頼して交流が続いている。
来る２０１６年丙申(ひのえさる)折角の申
年、猿候捉月にならぬよう平凡に処していき
たい。

平成２８年・年男を迎えての思い
《 池田 利男 》
平成２８年（２０１６年）
・明治１４９年・
大正１２５年・昭和９１年
本年は丙・申（ひのえ・さる）二黒土星が
中宮に回座する年です。恵方は南々東になり
ます。
申年の方は、会員に１０名程おられます。
☆昭和７年生・８４才・五黄土星
壬申（みずのえ・さる）運勢‥‥変化運
☆昭和１９年生・７２才・二黒土星
甲申（きのえ・さる）運勢‥‥強勢運
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☆昭和３１年生・６０才・八白土星
丙申（ひのえ・さる）運勢‥‥準備運
申年生まれは変化に跳んだ人生らしいので、
益々頑張りましょう。
秋季バス研修旅行に参加して、真田幸村の
隠褄屋敷跡の真田庵を訪ねた時に、私の生年
月日と人相をみて「強運の一生」だと言われ
たので、感謝しています。

もう 年女！

《 有本 惠美子 》

ついこの間、二人の息子夫婦が、古希を祝
ってくれたばかりと思ったら、もう年女、年
は急いでやってくる様です！
向上心と気力は充分ですが、体力がどうも
ついて行けず、常にあせっている様な私に、
先輩より「ボランティアだから無理をしない
で、出来る時に出来ることをやれば良い」と
言われ、今年は肩ヒジはらずに肩の力を抜い
て、楽しく出来ればと思っています。
病気は沢山有るけれど健康は一つしか無い、
身体に気を付けて、もう少し頑張れるように
努力したいと思います。
沢山のボランティア仲間に恵まれた事に感
謝し、今後もよろしくお願いします。

年女に想う

《 川上 充 》

６回目の年女を迎える。
１９４４年５月５日・申年、終戦前の生まれ
である。
漢語に見猿・聞猿・言猿の三猿あり。諺に
『猿も木から落ちる』がある。これほど十二
支の中で滑稽で、ユーモアがあり好まれる動
物はいるだろうか。
この年齢になると歩んできた人生を振り返
ってもいいかと思う。数えきれない人との出
会い。持つべき友人に正しい人・誠実な人・
博識のある人。幾人の出会いは、私の人生に
おいて宝である。
六回目の年女を迎えて想うには、これから
の人生ゆっくりと歩んで行くのも良いかなと
思う。

人生色々

あと何年生きられるのかなぁ～と思いつつ
も、この年になって諸行無常・無常迅速・老
少不定と考えていたら、日々是好日で、生き
ていくしかないな～と感じる様になりました。
気持だけは若いつもりですが、昨年の５月
頃より体力・記憶力が鈍ってきて、風邪をひ
きやすくなり、膝が痛くなる様になり、ガイ
ドをするのにも支障が出るようになってきま
した。
『６０の手習い』と言われますが、ボケ防
止のため『７２の手習い』ということで何か
を考えてみようかな～。

《 坪倉 聖博 》

廻り回って 6 回目の年男を迎えた。過去を
振り返ってみた時、良くぞ今の私があるなー
と色々な事を思い起こす。生まれた時は極度
の未熟児で栄養不足の時代その命さえ危ぶま
れたとか、父親の戦死、母親との離別、叔母
の所へ養子・その叔母の死……。これらは１
回目の年男を迎えるまでに起こった事であり
波乱万丈、今日の私があるのは多くの人様の
お陰と感謝の念に堪えない。
人生には誰でも相方が必要である。相方の
干支は戌、私は申、昔から犬と猿は犬猿の仲
と云い仲が悪いと言われるが、相方はなかな
かの賢犬で遣り繰り上手で働き者、近所の人
からも頼りにされるくらい世話好きで面倒見
がよい。
昔は優位に思えた立場も今では逆転、
特に数年前の病気入院の後はお犬様のご指示
通りの日々であり、脳活性化のため時々抵抗
してみるも到底かなわない。相方とは“濡れ
葉の様にひっ付かず、
枯れ葉の様に舞い飛び、
それぞれが好きな事をやろう”と常日ごろか
ら話している。
日本人の平均寿命は男女共に 80 歳をこえ
て長寿の時代、申の思いは平均寿命のクリヤ
ー、そしてもう 1 回くらい年男を迎えたい、
それも“元気でボケずに”お犬様と一緒にと
願うのは欲張りでしょうか。

私が子供だった頃

《 古結 秀代 》

子供の頃、長男だった祖父のところに親戚
の人達がよく相談に来ていました。貰ったお
土産を食べながら耳をダンボにして聞いたも
のでした。
「にいさん！うちの息子は『子』やろ、相
手の人『寅』やねん。干支が大きすぎて尻に
敷かれたら困るし、
『丑』やったら、優しくて
おっとりしているから、ええんやけど。
」
またある時は「にいさん！『未』は紙を食
べると言うでしょ、お金の使い方が粗いのや
ないかしら。
」そんな会話の度に私は「その干
支生まれの人は、みんな同じな訳ないやん
か！」と心の中で、ひとりで突っ込んでいま
した。
すると「秀代ちゃんは『申』やったな、
『申』
は世話好きでまめに動くから、ええとこお嫁
に行けるわ。
」なんて…‥。おばちゃんふうに
言えば『申』はおっちょこちょいでガサツで
うるさいのと違うん！と思いながらも「ほん
ま！うれしいわ！」と言ったものでした。
『ええとこ』へお嫁に来られたかはさてお
き、今思えば当たらずも遠からずで、人一倍
のおせっかいやきで、いつも賑やかにおしゃ
べりをし、日々バタバタ暮らしています。
これからも元気で楽しく過ごせますように。

申年ですか・大当たりですね！
《 足立 茂夫 》
年男ですか～ 誕生日が来たら７２歳です
か～ いやはやなんとまあ～。
自分が７２歳になるなんて遠い先の他人事
の様に思っていましたが…‥。
自分が子供の頃、親父に連れられて親戚の
叔父さんの家に行ったとき、叔父さんの腰が
９０度に曲がっていた。自分もあの様になる
のかな～と思ったことがありました。それに
今、自分がその年齢になっているのだな～と
気づかされます。
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の碑で小休止、御神燈や幟が掲げてあり秋祭
りらしい光景も見られた。教善寺では本堂の
前に礎石が置いてあり「伊丹廃寺の礎石」と
明示してあり分かりやすい。
次のポイントは臂岡天満宮、国道 171 号の
下を通り抜け急な坂道を上った右手の奥に忠
魂碑があり、ここに 2 個の礎石が祠と碑の台
石として使われていた。

伊丹ロマン事業

史石めぐり
伊丹の北郊緑ヶ丘には白鳳時代に創建され
た寺院があったそうです。伽藍配置は法隆寺
式の立派な大寺院で塔や金堂、講堂が建てら
れていたとか、今は「伊丹廃寺跡」として国
史跡に指定されている。その建物の土台とし
て使われていた石(礎石)が市内に点在し残っ
ている。
そんな石を探し歩く「史石めぐり」が 11
月 1 日(日)に伊丹ロマン事業で行われ、一般
参加者約 20 名、
伊丹市文化財ボランティアの
会・伊丹ロマン事業実行委員会のスタッフを
含め約 30 名で JR 伊丹駅カリヨン前からスタ
ート、ガイドを兼ねて同行したので礎石の所
在地を紹介します。
この日はまずまずのウォーキング日和。先
ずは有岡城跡へ。ここに礎石は無いが文化財
ガイドの時には外せないポイントであり主郭
跡で城の歴史、概要説明を聞いたあと旧石橋
家住宅へ向かう。当家屋の詳細は分かってい
ないが江戸時代後期の建物といわれ、表は厨
子二階の塗り込め軒裏と虫籠窓・出格子窓な
ど、一見平屋に見えるが裏に回ると二階建て
の作りになっている。そして一階の広縁のと
ころに沓脱石として礎石が置かれていた。

忠魂碑の台石

次の臂岡天満宮には拝殿に向かって右側の
境内社に 2 個と拝殿前に手水鉢として 1 個、
これは礎石を加工したものと云われる。臂岡
天満宮と忠魂碑には 5 個と多くの礎石があっ
た。

臂岡天満宮の手水鉢

ゴール地点は今日見てきた礎石が元あった
伊丹廃寺。ここでは廃寺の歴史や伝承、復元
されている基壇の説明を聞いた後、基壇に上
がったりして暫し往時を想う。最後に伊丹ロ
マン事業委員会から挨拶があり、参加者に白
鳳瓦の絵模様が描かれたお菓子が配られそれ
ぞれが手にして帰路に就いた。
このコースは歩きやすく皆さんも散歩を兼
ねて訪ねてみてはどうですか。
（坪倉 記）

旧石橋家住宅の沓脱石

前を通っても気が付かず縁側に座るとき踏み
台とし上に乗っている人も多い。
その後、猪名野神社から緑道～西国街道～
辻の碑～多田道を経て教善寺へ。その前に辻
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も修復され、四天王が勢揃い。
高野山は南北朝時代も中立を貫き、織田信
長に刃向かった荒木村重の家来が逃げ込み信
長に討たれたが、本能寺の変で救われ比叡山
のような焼き打ちは免れた。弘法大師はすべ
てを受け入れる救いの手を差しのべている。
真田庵（善明称院）
九度山・真田庵は、来年の大河ドラマの地
として脚光を浴び取材が多く、庵主さんは私
達への案内を最後に打ち止めとおっしゃる。
天下分け目の関ケ原合戦後、西軍に味方した
父昌幸と幸村、東軍の味方の兄信幸の命乞い
のお陰で高野山に配流。女人禁制の修行僧ば
かりの生活の中で、九度山ではお殿様として
過ごした。終始柔和であった悲運の英雄破れ
ると知りつつ、戦いに散った人よ（浮田 記）

＜バス研修旅行＞

～真田幸村ゆかりの真田庵と
開創 1200 年高野山～

本王院の広間にて

今年、高野山は開創 1200 年を迎え大賑い。
私は仏縁深く、11 月 17 日（火）バス研修旅
行（参加者 42 名）で、今年 3 回目の高野山参
りだ。
降り出した雨で雰囲気もしっとりとし、
木々も美しく、参拝客も少なめだった。九度
山・真田庵にも寄り、楽しい一日となった。
高野山（金剛峯寺・壇上伽藍）
高野山には１１７の寺があり、宿泊できる
５２の寺があるという。昼食の精進料理を有
難く頂戴した。唐から帰国の際に、空海様が
投げた法具「三鈷杵」がひっかかったという
伝説の松の木の周りで松葉を拾う。枯れてい
るが霊験あらたかなのでしょうか？
４月開白大法会では明恵上人金剛峯寺巡礼
次第に則り、四天王のご真言が唱えられた。
復興を果たした中門に於いては、横綱白鵬と
日馬富士による地固めの土俵入りもあったと
いう。四股は足腰を鍛える動作だが、平安時
代陰陽師による神事であった。大地を踏みし
める事により、邪悪な霊を鎮め、豊作を祈願
する５０日間、真言宗はもとより宗派の垣根
を超えた法要である。天保１４年（1843）焼
失した中門も１７２年ぶりに再建、平成の大
仏師松本明慶氏による増長天（胸にトンボ）
・
広目天（胸にセミ）を新造、持国天・多聞天

行基の足跡をたどって
市内文化財めぐり歴史ウォーキング

昆陽池公園を出発

１２日１２月（土）昆陽池公園に集合、９
時３０分に出発。市民とボランティア会員を
合わせて２４名。
風はやや冷たかった。コースは、昆陽池公
園の西口前の交差点の道脇にある①北向き地
蔵から行基菩薩道に入る。②昆陽寺まで歩く
③正覚院閼伽井④了福寺⑤南野神社⑥御願塚
古墳で１２時２０分頃解散した。
（北向き地蔵
については火曜会通信第 65 号、
町の小さな文
化財第 5 回を参照）
行基菩薩道は、住宅街を抜けると県立西高
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校グラウンドに沿って、土の道があった。足
に優しい道で右沿いにはコンクリートで側壁
を固めた水路。道端の空き地には１０ｍ以上
にも成長したフウの木が数本、紅葉して青空
に映えていた。
昆陽寺へは裏の墓地から入った。四国八十
八か所参りのミニチュア版がある雑木林の中
ほどに、竹の「オザサ」が生えていた。オザ
サは上へは伸びるが横へは広がらない点が珍
しい竹と聞いた。
昆陽寺の建物等については資料に基づいて
説明された。山門を出ると塀の前に、丈の低
い笹が植栽されている。行基さんが 150 ㌶の
原野を開墾するまでは、伊丹台地は笹の葉が
生い茂り、猪名野笹原と言われていたことを
思い出させるような・・・笹である。
閼伽井の井戸を出ると、西国街道を経て行
基道にまた入る。尼崎の塚口から昆陽寺まで
の参詣道なので、途中にある南野字山辺（や
まのべ）という地名の「山」は昆陽寺を指す
と説明を聞いて納得。この辺りの農業用水と
して「四つ洽」も見た。武庫川から取水した
昆陽井（こやゆ）で灌漑される地域の必要水
量に合わせて、用水路をうまく 4 本に区切っ
てある。
（文章にするとややこしいが現場を見
ると直ぐ判る仕掛けである。
）巾が２：２：１：
１の 4 本の用水路が並んでいて、１の用水は
これから我々が目ざす南野と御願塚地域へ繋
がっている。
この度貴重な仏像を見学させて頂いた了福
寺は無住職の寺、地域の方々が寺を開けて待
っていて下さった。ご本尊の阿弥陀如来坐像
と両脇侍の 3 体は修理に出している。代わり
に写真と仏像内から出てきた文書を見せて頂
いた。文書は慎重に扱わないと破れそうで古
めかしい。元禄 14 年（1701 年）と記載があ
る。
行基さんが彫られたと伝わる薬師如来坐像
はうす暗い薬師堂の正面に鎮座され左右に１
２神将が立っていた。長い年月で黒一色に見
える薬師像には、よく見ると金箔が残ってい

る事にボランティア会員が気づかれ、地域の
方も気づいていなかった事だそうです。

了福寺の薬師如来坐像

最後の御願塚古墳の説明の後で、終わりの
挨拶があった。伊丹市は伊丹町と稲野村が合
併して市制がスタートし、稲野村の名前は消
えました。伊丹が昔の時代、行基さんが業績
を残された昆陽池や寺を訪ね歩きました。ま
さにその稲野村を歩いてきたわけです。市民
として意義あった事と締めくくられた。いろ
いろ学べた１日、担当者の方々に感謝です。
（富永 記）

新年会で今年も始動
１月１９日（火）定例会のあと、恒例の新
年会が実施された。今年は班別の出し物は中
止されたが、芸達者なメンバーが多い当会の
こと次々と出し物が披露され大いに盛り上が
った。
世話役の皆さまご苦労様でした。

会場風景
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[ 町の小さな文化財 第８回 ]

伝統の工芸品

昆陽池 殺生禁断の石碑

給餌池の石碑

菰樽の産地を訪ねて
亀井 尚
正月、新築、結婚式その他もろもろのお祝
い事には欠かせないのが、鏡開きである。菰
樽（菰冠）を木槌で開き、桝に酒を酌み一同
お祝いをする光景は日本の清酒ならではのも
の。近年清酒の消費量は思わしくないといえ
ども、菰樽の鏡開きの豪華な祝い事の伝統は
絶やしたくない。清酒は醸造家の努力により
外国でジャパニーズ・ワインと評価されるよ
うになってきた。醸造家は輸出に活路の一端
を見出したようである。菰樽も近頃では人気
の的だという。
菰樽の生産企業は全国３社
（尼崎２社、篠山 1 社）
寺内町の東門には黒龍神・白龍神、姫錦龍
神等祭神の社があり、そこから１２０㍍ほど
西へ行くと長屋門の立派な民家がある。訪問
先の㈱矢野三蔵商店である。壁には「尼崎市
都市美形建築物」とある。家屋の敷地内の一
部に事務所と菰を織る機織場がある。門から
道路を隔てて向かい側にスクリーン印刷工程、
荷造りといって縄掛け出荷前の検品を待つ製
品の陳列場など、最終工程の作業場の建物が
ある。
酒樽に菰を巻き付ける菰樽は、樽の保護材
として始まったとされている。酒の江戸送り
は馬で運んで評判をとった、鴻池が嚆矢と言
われている。馬の背に樽を振り分けて運送し
た。当時は２斗樽を振り分けにして運んだと
いう。馬借の営業所があり、馬を替えながら
江戸までの長い道中、馬を連ねて江戸を目指
す光景は盛観だった様で下り酒の馬の行列は
一層評判になり、街道筋の風物詩となり楽し
ませたことだろう。
やがて廻船問屋が船での輸送の免許を取り、
混載だが菱垣廻船で海上輸送が始まった。寛
文１１年（1671）には酒樽専用の樽廻船の登
場によって海上輸送が主となった。

昆陽池センター裏の石碑

古来より昆陽池は“殺生禁断”の地とされ
ており、これを今に伝える石碑が池の畔に残
されている。
一つは日本列島の島がある池の南側、給餌
池の隅にあり、高さが 1m ほど、石碑表面は風
化が進んでおり、注意しないと見過ごしてし
まう。しかし殺生禁断の文字はなんとか読み
取れる。
もう一つは昆陽池センターの裏手にあり、
高さが 1.5ｍ、文字は深く彫込んであり、風
化は殆どなく、しっかり目立っている。比較
的新しい時代に建てられたものらしい。どち
らの石碑も裏面には「崑陽大池」と記されて
いるだけで、建立時期を示すものはない。
十八世紀後半の昆陽村および周辺村々の明
細が記された昆陽組邑鑑(こやぐみむらかが
み)には以下の記述がある。
「昆陽大池 殺生禁断之立杭」
右は往古より御座候而朽損候節は昆陽村より
御断申上、寺本村・昆陽寺より仕替来り申候」
当時、殺生禁断の看板は木製で、朽ちて破
損した場合は昆陽村が報告し、寺本の昆陽寺
が来て取替えるとのこと。その後の時代にな
って石材を使用するようになったようだ。
＜松田 記＞

7

この頃には樽のサイズも四斗樽が一般的に
なり、積み荷の樽同士が擦れ合って江戸に着
くまでに樽が傷むことが多々あったため、樽
保護の為、菰を巻き付けたのが菰樽の始まり
とされている。菰には他との識別の為、銘柄
の特徴（商標、宣伝文句など）を表したイラ
スト等が描かれた。それが今日では、伝統工
芸品としての付加価値を付け、
各種の祝い事、
イベント、店頭の飾りなど、菰樽酒の需要は
広範囲にわたっている。また輸出品として日
本酒は、美しい瓶のデザインと共に徐々に浸
透しているが、菰樽酒も好評という。
菰樽の製造工程
① 稲藁を横糸として製織
樽を包む菰は稲藁を織機にかけて織り上げ
ていく。平織と同じ工だが横糸の材料が稲藁
で織上げる。
四斗樽に着せる菰は草丈の長い、
山田錦の藁が使用される。
それ以下の樽には、
普通の藁が使用されるが、稲の刈り取りはコ
ンバインを使用するため、手刈と異なり、藁
がやや短いのが難点である。

③ 専用紙にスクリーン印刷
現在では、
転写方式で菰に図柄を印刷する。
転写の前段階として版下を作成する。所謂ス
クリーン印刷で専用紙に印刷する。多色のデ
ザインの商標、図柄であれば、版画のように
一色一色重ねて印刷していく。
④ 菰にプレスして転写

高温・高圧プレスで転写

スクリーン印刷された図柄の入った専用紙
には、文字、図柄は左右反転で印刷されてい
る。これを菰の上に置き高温、高圧のプレス
機にかけ菰に転写するので、印鑑を押したよ
うに裏返った文字図柄が正しい向きになる。
昔は版画のように直接菰に写していた。現在
でも社名、所在地、宣伝文などはゴム印で直
接菰に印刷している。
⑤ 梱包
最終段階は、樽に菰を巻き付けて、４種類
の繩をかけて梱包すれば完成である。
菰樽は４斗樽(７２㍑)、３斗樽(５４㍑)、
２斗樽(３６㍑）
,１斗樽(１８㍑）
、
近頃では、
５升樽（９㍑）
、１升樽（1.8 ㍑）まであり１
升菰樽は４斗樽のミニチュアとして人気があ
るが、イベントにまた輸出商品として伸びそ
うだと酒造家は期待している。
先記したように菰樽の菰は全国で３社、尼
崎で２社、篠山に１社、生産シェアは尼崎２
社で９０％、篠山が１０％だそうだ。
尼崎と言うより塚口本町の地名で紹介させ
ていただくが、北の門には地蔵菩薩のお社が
あり、そこから約５０㍍南へ進めば、伝統建
築の豪邸が目に付く。もう１社の菰樽メーカ

機織場

酒樽の菰も近頃では、藁の代わりにポリプ
ロピレン
（ＰＰ）
糸が使われるようになった。
やがてはＰＰ製品がシェアを高めて行くので
はと思われる。
② 白塗り工程
織り上がった菰に特殊塗料を塗る。絵柄や
銘柄等を刷り込む面に、下地として特殊な白
い塗料を塗り込む。
白塗りという工程である。
昔は布海苔（フノリ）を塗り込んでいた。
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ー㈱岸本吉次郎商店である。
[ガイド豆知識 第 7 回]
先の㈱矢野三蔵商店は東門の近くに位置し、
㈱岸本吉次郎商店は北門の至近に位置してい
る。単なる偶然とは思えず、塚口寺内町では
もともと神社建築は質素で簡素なのが特徴
有力な両家であったと思われる。これは、寺
です。切妻、高床式、また屋根は草葺き（萱
内町を見てきた筆者の想像であるが、
今では、 葺きなど）を基本とします。
貴重な伝統工芸の生産企業として永遠の存続
建物の形式
切り妻屋根
を願って止まない。

神社の建築様式

京・アラカルト ①
妻入り

「伊丹の酒と京の酒」

平入り

古来の神社建築様式の代表的な３例が神明
造、住吉造、大社造です。
神明造（しんめいづくり）
切妻平入りで奥行よ
り幅が大きく、弥生時
代の高床式倉庫が発展
した形状です。
屋根
（破
風）に反りがなく、直
線的な外観が特徴です。
伊勢神宮本殿の様式。
住吉造（すみよしづくり）
切妻、妻入りで屋根（破
風）に反りがない。内部が
内陣と外陣に分かれている。
大阪市住吉大社本殿が代表
的建築です。
大社造（たいしゃづくり）
高床、切妻、妻入りで屋
根（破風）に曲線的で優美
な反りがある。この点で直
線的な神明造、住吉造と異
なります。入口は妻の右側
にあり、内部は四つに分か
れ、神座はいちばん奥にあ
ります。
これら古来の神社建築様式から仏教の影響
を受けて発展した様式として、春日造・流造
があります。
春日造（かすがづくり）
切妻、妻入りで妻入の母屋前方に庇（ひさ

池田 利男
「酒は伊丹の醸に非ざれば、飲まず」とは、
近衛公に招待された時の頼山陽の言である。
江戸時代に将軍が飲んだ酒は、伊丹の「剣菱」
と「男山」に決まっていた。その前の室町時
代は「松の
酒屋や梅壺
の柳の酒こ
そ優れた
り」と狂言
にも詠まれ
た
「柳の酒」
は京の酒だ
った。
室町幕府に将軍用として毎月６０貫の美酒を
献上していた。値段も普通酒の２倍くらいし
ていた。酒樽を最初に使ったのは、この「柳
の酒」で当時は備前・信楽の陶製の壺が使わ
れていた。
杉の木で作った樽はまだなかった。
柳の樽は湿りをやると、木にぬめりが出て、
隙間を無くしてしまうのだそうだ。樽にレッ
テル「六星紋」を張ったのも「柳の酒」が初
めてであった。
その後、京に奈良の「天の酒」加賀の「菊
酒」が入ってきたが、京の人は「田舎酒」と
呼んでいた。その内地方の酒が京で「伊丹の
酒でなければ飲まない」と言われる時代を迎
えるのである。
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編集後記
が咲い

し）を延ばして向拝とし、

屋根に反りをつけているの
が特徴です。屋根の反り、
彩色など、寺院建築の影響
を受けています。
奈良春日大社の様式で近畿地方に多く、猪
名野神社も春日造です。住吉造と春日造の主
な相違点ですが、住吉造は掘立柱（地面に直
接建てた柱）ですが、春日造は敷き土台の上
に柱が建ちます。
流造（ながれづくり）
神明造りから発達し
た形式です。屋根は前
のほうが長くのびて向
拝（正面のひさし）をお
おい、母屋の屋根と向
拝の屋根が一連のなだらかな曲線を描くよう
にしているのが特色です。現在の神社形式の
大多数は流造であるといわれています。代表
的なのが京都の賀茂御祖神社本殿です。
＜松田 記＞
活 動 記 録 （１１月～１月）
定例会 ・11/10（火） ・12/8（火） ・1/19（火）
案内ガイド ・11/5（木）A コース（大阪府北部コミ
ュニティカレッジ 大阪市） ・Aコース（伊丹市老人
クラブ連合会女性部 伊丹市） ・11/7（土）Aコー
ス（大阪府市町村年金者連盟 豊中市） ・11/11（水）
A コース（退職公務員連盟宝塚支部 宝塚市）・11/13
（金）Eコース（笹原ブロック老人クラブ 伊丹市）
・
A コース（コスモ石油OB会 川西市）
・11/15（日）A
コース（たつみ会 高槻市）
・11/19（木）Aコース（高
砂歴史ガイドクラブ 高砂市）
・11/21（土）Eコース
（大阪経済大学大樟会 伊丹市）
・11/29（日）Aコー
ス（市岡日本語教室 大阪市）
・Aコース（淀川区野中
体育厚生協会 大阪市）
・郷町館（豊中よみかき協会

豊中市）
・12/8(火)岡田家（兵庫西歩こう会 西宮市）
・
12/12(土)南部コース（市民ガイド 伊丹市）
・
12/16(水)郷町館（西宮明昭会 西宮市）
・12/24(木)A
コース（六甲の山を歩く会 神戸市）
屋外研修 ・11/17（火） バス研修旅行 高野山
どんぐり座公演 ・11/14（土）伊丹幼稚園 ・12/24
（日）有岡子供会
歴史ロマン体験学習支援 ・1１/7（土）野焼きをし
よう・12/12（土）ペン立てをつくる ・1/23（土）モ
ザイクをつくる
有岡城跡の清掃 ・11/21（土）一斉清掃・12/22（火）
今後の予定（２月～４月）
定例会 ・2/9（火） ・3/8（火） ・4/12（火）
案内ガイド ・2/10(水)Aコース（マリオ会 箕面
市）
・郷町館（藤友会 枚方市）
・2/18(木)Dコース（大
阪区民カレッジ「なんしゅう会」 大阪市）
・2/25(木)
岡田家（読売新聞わいず倶楽部 大阪市）
・3/6(日)A
コース
（アーモンドの会 大阪市）
・3/18(金)岡田家
（読
売新聞わいず倶楽部 大阪市）
どんぐり座公演 ・2/5(金)桜台小学校
歴史ロマン体験学習支援 ・2/20（土）ステンドグラ
ス風ライトをつくろう・3/5（土）蓄音機をつくろう
有岡城跡の清掃 ・2/23（火）
・3/22（火）
・4/26（火）
文化財ボランティア養成講座
・1/26（火）オリエンテーション・2/2（火）伊丹郷町
の発展と近衛家・2/9（火）伊丹の歴史・2/16（火）
伊丹の歴史的建造物・2/23（火）伊丹廃寺跡・3/1
火）史跡めぐりガイド（準備）
・3/15（火）史跡め
ぐりガイド（下見）
・3/19（土）史跡めぐりガイド（本
番）

“至急原稿提出願います”
会設立２０周年にあたっての思い出、
感想、
抱負等を４００字程度にまとめた文章をお願
いしています。未提出の方は“至急”各班編
集委員に提出願います。

編集後記
穏やかな元日を迎えのんびりしていたら、北朝鮮が核実験、株が暴落、IS が世界で暴れ回ると
今年も慌ただしい年になりそうです。お互い健康第一、体に気をつけて生き抜きましょう。
（M.Y.）
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