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会結成 20 周年 ごあいさつ
会 長

・平成２０年１１月 兵庫県「くすのき賞」
・平成２１年３月 伊丹市教育委員会「教
育委員会賞」
等を受賞出来ました。これも会員皆様のご
努力とご協力のおかげです。
２０年が過ぎ、次の時代に向けて気持ち
も新たに会員全員のご協力をいただき、
“みんなで楽しく活動しましょう。”

内田 襄

伊丹市文化財ボランティアの会は、平成
８年４月に２５名の会員で結成され、２０年
が経過しました。設立から市教育委員会・
生涯学習部社会教育課の各位、並びに市
の関連各位より、ご指導を賜りましたことを
心より感謝いたします。また設立当初の活
動状況から先輩の方々が伊丹とその近郊
の街道や史跡を調査・研究され、ガイドブッ
ク「来て 見て 知って 歴史と文化 伊丹を
歩こう」の出版につなげられたことは、頭の
下がる思いです。
私どもは、「伊丹
市内に所在する文
化財を保護・顕彰
するとともに文化財
の調査・研究・学習
を通じて自己の向
上を図り、ボランティア活動を通して広く市
民に還元することを目的とする。」をモットー
として活動してまいりました。その結果とし
て、
・平成１７年６月 伊丹市「つつじ賞」
･平成１８年３月 伊丹市教育委員会「ふ
れあい教育賞」

＜来賓の祝辞＞

結成 20 周年をお祝いいたします
伊丹市長

藤原 保幸

伊丹市文化財ボランティアの会におかれ
ましては、本年結成２０周年を迎えられまし
たことを、心よりお慶び申し上げます。
皆様方には、平素より文化財保護行政
をはじめ、市政各般にわたり深いご理解と
格別のご支援、ご協力を賜っており、この
場をお借りし心より厚くお礼申し上げます。
貴会におかれましては、現在５０余名の
方々が、市内文化財の案内ガイド、市民の
歴史・文化財に対する知識と理解を深める
ための啓発活動、また伊丹ロマン事業の取
り組みの中で各種文化財関係団体との連
携を深めながら、伊丹の歴史に対する思い

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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や、文化財保護意識の高揚のため各種事
業を実施され、多大な成果をあげられてお
られますことに対し、深甚なる敬意を表し感
謝申し上げます。
本市では、「安全・安心」は市民生活の
基盤であると考え、「日本一安全・安心なま
ち伊丹」を目指して、1000 台規模の見守り
カメ ラ とビーコンを 市 全 域 に 設 置 する「 安
全・安心見守りネットワーク事業」を全国に
先駆けて展開します。
また、かけがえのない本市の財産である
街並、にぎわい、地域力・市民力を活用し、
多くの方が「住みたい、住み続けたい」と思
っていただける「選ばれるまち」伊丹の実現
に邁進してまいりたいと考えていますので、
今後も引き続き、更なるご支援、ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。
最後になりましたが、貴会の今後ますま
すのご発展と会員の皆様のご健勝、ご活
躍を心から祈念申し上げましてご挨拶とい
たします。

祝

辞
伊丹市教育長

木下 誠

伊丹市文化財ボランティアの会が結成 20
周年を迎えられますこと、心からお祝い申
し上げます。
皆様方には、結成より今日に至るまで、
国指定重要文化財「旧岡田家住宅」や市
内文化財のガイドを中心とする文化財の保
存、活用にかかる活動を続けられ、本市の
文化財保護行政、社会教育の推進にご協
力、ご支援を賜っておりますこと、心から感
謝申し上げます。
地方創生が叫ばれるなか、一人ひとりが
地域に関心と愛着を持ち、自発的に活動
することは、まさに地 方 創 生 の一 端 を担 う
貴重な取組であります。それぞれが役割や
責任を持ち、社会の担い手として活躍する
ことが、地域の元気を創造する観点からも、
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今後ますます求められます。
少子高齢化が進む社会において、世代
間 交 流 や地 域 での人 間 関 係 の重 要 性 が
再認識されるなか、皆様とともに学びあえる
ことに喜びを感じており、今後も引き続きご
協力を賜りながら、文化財保護行政、社会
教育を推進してまいりたいと考えております
最後になりましたが、伊丹市文化財ボラ
ンティアの会の今後ますますのご発展と会
員の皆様方のご健勝を祈念いたしまして、
お祝いのご挨拶といたします。

最初 の 文化財 ボランティア 養成講座
伊丹市教育委員会事務局
生涯学習部長 小長谷 正治
阪神・淡路大震災の復興の槌音がいまだ
響く、平成８年１月２３日、最初の文化財ボ
ランティア養成講座の１回目を開催し、２５
名ほどの方が受講された。
私には養成講座を始めるに当たり、決め
ていたことが二つありました。一つは、ボラ
ンティア養成後は、修了生が個人でボラン
ティア登録し活動を続けるのか、或いは会
を結成するのかは、修了生の総意、主体的
な判断に委ねること。もう一つは、ボランティ
ア活動の中心を学習とボランティアガイドと
することでした。
翌週の２回目の養成講座では、全員で市
内の主な史跡を巡った後、伊丹廃寺跡近
くの、確か緑ヶ丘センターだったと記憶（少
し曖昧）するが、そこに集まり、受講生それ
ぞれから受講の動機や今後のボランティア
活動の希望をお伺いすることにした。受講
生の皆様からは、伊丹にもたくさんの文化
財があることがわかった、もともと歴史が好
きなので勉強したことを人に伝えたい、グル
ープを作って勉強したらどうか、友人が灘
でガイドをやっていて刺激を受けた等、様
々な動機、感想が聞かれた。

受講生の中から、自然と会の結成、ガイ
ドの実施に前向きな意見が醸成されていき、
この場で受講生が分担して市民をガイドす
る史跡めぐりの実施が決まった。翌週の養
成講座では史跡めぐりのコースが検討され、
また次の養成講座ではコースの下見、そし
て、史跡めぐりの本番は３月９日の土曜日と
なった。その間は、各受講生が担当する文
化財の学習と資料作成にあてられた。
このように、最初の養成講座は、主催する
社会教育課もまったくの手探りで始めたも
のでした。そして、４月２３日には発会式が
挙行され、正式に「伊丹市文化財ボランテ
ィアの会 」が結 成された。以 来 、会 員の皆
様の熱意と献身的な努力に支えられ、ここ
に２０周年を迎えられました。心からお祝い
申し上げます。今後とも、会員の皆様がお
元気で、楽しくご活躍されることを祈念いた
します。

「想いはともに」
市教育委員会事務局 中畔 明日香

伊丹市文化財ボランティアの会にお
かれましては、本年結成２０周年を迎えられ
ましたことを、心よりお慶び申し上げます。
皆様方には、平素より文化財保護行政
をはじめ、市政各般にわたり深いご理解と
格別のご支 援、ご協 力を賜っており、この
場 をお借 りして心 より厚 くお礼 申 し上 げま

す。

＜元役員のあいさつ＞
伊丹市文化財ボランティアの会
二十周年に寄せて
顧 問 伊丹 茂
この度、発足以来文化財ボランティアの
会二十周年を迎えられ、心よりお祝い申し
上げる次第です。
一口に二十年と言いますがこの間、会長
始め会員皆様方の並々ならぬ勉強と、その
蓄積された努力の賜物と思っております。
暑さ寒さを問わず駅前は勿論、町のあちこ
ちで活躍されておられる会員皆様方の姿を
見るとき、その結集された心意気に頭の下
がる思いで、実に恭に伏して居ります。当
時仕事の関係とはいえお役に立てなかっ
た自分をただただ悔いておる次第です。
また会結成の段階から熱意をもって育成
の協力に当たって頂いた現社会教育課小
長谷氏に、この欄をお借りして私からもお
礼を申し上げたいと思います。
火曜会通信は会長のご厚意により、逐
次読ませて頂いているところです。また通

結団２０年、おめでとうございます。
私は、平成１０年に入所して以来、文化
財担当としてお付き合いさせて頂いていま
す。社会人の、また人生の先輩である皆さ
まから、多くの事を教えて頂き、支えて頂き
ながら、この１５年間、一緒に伊丹の歴史遺
産・文化財を大切にし、こうして活動を続け
てこれたことは本当に幸せです。郷土伊丹
を愛し、誇りにし、歴史を学び、尊び、継承
することができるのも、皆さんとともに歩める
からだと思っています。この場を借りて、感
謝申し上げます。

“ありがとうございます。”
これからも、日々楽しく学びながら、市内
外から来訪される方々へ、歴史深い<伊丹
>の素晴らしさを、皆さまの伊丹「愛」を添え
て、お伝えし続けてください。
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信によれば近年市外にも足を延ばされて、
歴史の視野を広めておられるご様子、私自
身楽しみ勉強をさせて頂いておるところで
す。
今後も会の灯が消えることのない様願う
次第です。伊丹の町は道幅が狭い所も多
く昔と違って車等道路事情も異なっており
ますので、充分身体に気を付けられ、今後
のご活躍をお祈り申し上げて祝辞のことば
に代えさせて頂きます。

様により、ご指導を賜りましたことを心より感
謝いたします。また諸先輩方のご努力によ
り、市民の方々のご支援を賜り、市内唯一
の文化財ボランティアの会として発展してま
いりましたことを感謝しております。
私どもは「伊丹市域の文化財を保護・顕
彰するとともに、文化財の調査・研究・学習
を通じて、自己の向上を図り、ボランティア
活動により広く市民の皆様に還元すること
を目的とする」をモットーとして活動をしてま
いりました。その結果として各種の賞を戴き
ました。
平成 17 年度 伊丹市「つつじ賞」
〃
伊丹市教育委員会「ふれ
あい教育賞」
平成 20 年度 兵庫県「くすのき賞」
〃
伊丹市教育委員会「教育
委員会賞」
等々を受賞出来ましたことは、実にありがた
くうれしいことであります。会員の皆様のご
努力の賜物と心よりうれしく思います。
私も会員の皆様のご協力のお蔭で、会
長職を１０年間にわたり無事務めさせて頂
きましたことを、心よりお礼申し上げます。
今後とも現在の会員５０余名の皆様と智恵
を出し合い、皆で目的分担を果たしましょう。
“みんなで楽しくやりましょう”。

二十周年によせて
元会長 土田 二郎
文化財ボランティアの会発足二十周年
おめでとうございます。史跡めぐり同好会の
発足は、平成九年六月だったと思います。
総会資料によりますと、史跡めぐりは、
「女人高野」、「長谷寺」「智恵の文殊」「伊
根の船宿」「浦島伝説」「北条の石仏」「閑
谷学校」「高知城」「龍河洞」「桂浜の史跡」
など史跡めぐりは優に六十回を超えました
「古きを訪ねて新しきを知る」と言われま
すが、私たちの生活はこうした人々の営み
のうえに築かれたものであり、当時の人々
の切実な思いや願いがこもっています。こ
れを継続することは、私たちに重くのしかか
っていることを思うと、単なる歴史物語でな
く、如何に生きるべきか、如何なる社会を形
成していかねばならないかを考えさせられ
る。現在人にその自覚がありや無しやと、
問われている現在である。

伊丹市文化財ボランティアの会
結成２０周年を迎えてのご挨拶
前会長 池田 利男
平成８年４月、伊丹市文化財ボランティ
アの会が結成されてより、本年で２０周年を
迎えました。誠に喜ばしい次第です。その
間、市教育委員会・生涯学習部・社会教
育課の各位様、並びに市の関連各位の皆
4

伊丹市文化財ボランティアの会 ２０年の歩み
年表-1
年 度

主

催

事

業

4/23 伊丹市文化財ボランティアの会
発会式 初代会長 土田二郎
平成8年
会員数25名 養成講座受講修了者
（1996年）
5/14 第1回総会 第1火曜日 幹事会
第2火曜日 定例会

共催・支援事業その他
6/1 講演「伊丹の歴史」
有岡ロータリークラブ

社会の出来事

9/1 鬼貫俳句ラリーガイド 14名

7月 アトランタ五輪開催
O-157各地で大流行

7/9 屋外研修始める （別表-1）
9/10 他3回 研究発表
11/20 ガイドブック「文化財を訪ねて」
完成出版 ガイド活動を始める

11/9、23、12/24 土曜ファミリー講座
1/19 白雪蔵まつりガイド 13名
2/15、26、3/1、29 ＦＭいたみガイド

12月 原爆ドーム・厳島神社
世界文化遺産登録

4/8 定期総会 会員数41名

6月 FMいたみ「伊丹こぼれ話」
原稿募集

4/1 消費税5％始まる

2代目会長 坂根俊彦
平成9年
（1997年） 4/20、2/3 バス研修旅行 （別表-2）
5/13 他4回 研究発表 （別表-3）
6/10 他4回 屋外研修

4/14 定期総会 会員40名（新会員15名）
平成10年 自主研修（分科会）4班 a. 伊丹の街道
（1998年） b.村の歴史 c.考古学 d.酒造と文化
5/19、11/20 バス研修旅行
6/9 他4回 研究発表
7/4 他7回 屋外研修
8/1 外部講師講演
11/13 ガイドブック改訂版発行

9月～12月
土曜ファミリー講座5回実施
11/24 ボランティアまつり参加
1/20 文化財保存協会と合同研修会
3/17 養成講座史跡めぐり支援
（別表-4）

10月 ニューヨーク株式
市場ブラックマンデー
2月 長野冬季五輪開催

7/15 「教育いたみ」火曜会活動掲載 4月 明石海峡大橋開通
9/8 御願塚古墳調査発表
6月 サッカーW杯フランス大会
9/30、10/1～4 全国生涯学習
フェスティバルへのボランティア参加
10/18、25、11/8 学校外活動
促進事業支援

12月 キトラ古墳世界遺産
に登録
1/26 文化財防災訓練参加 昆陽寺
3/20 養成講座史跡めぐり 支援
7/3 市環境ネット記念総会出席
平成11年 4/1 火曜会通信創刊号～4号 発行
（1999年） 4/13 定期総会 会員45名（新会員12名） 10/3、17、31 学外活動促進事業支援
11/3～11/7 有岡城跡国史跡
20周年記念事業
2分科会で活動 伊丹の街道、村の歴史
5/18、11/16 バス研修旅行
12/14 FMいたみ 火曜会活動紹介
4/27 他11回 屋外研修
2/26 公開講座「伊丹の盛衰」に参加 12月 日光の社寺
世界遺産に登録
6/15 他11回 研究発表
3/11 養成講座史跡めぐり 支援
3/26 ふるさと健康ラリー協力
4/11 定期総会 会員56名（新会員9名）
古文書会発足 3分科会で活動
平成12年
火曜会通信 第5～8号発行
（2000年）
4/25 他9回 屋外研修
5/9、11/14 バス研修旅行
6/3 他9回 研究発表
11/18 公開講座「富本銭」
1/16 新年会

8/8 特別講座「伊丹郷町の発掘」
10/15、22、学外活動促進事業支援
11/3 旧岡田家・石橋家一般公開
11/5 学外活動支援
11/17～19 公民館フェスティバル
パネル展示
11/25 市内史跡清掃参加開始
2/13 特別講座「旧岡田家・石橋家」
3/10 養成講座史跡めぐり 支援
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7月 沖縄サミット開催
9月 シドニー五輪 高橋尚子
女子マラソン初金メダル
10月 白川英樹氏
ノーベル化学賞
12月 琉球王国世界遺産
に登録
3月 ユニバーサルスタジオ
ジャパン オープン

年表-2
年 度

主

催

事

業

4/10 定期総会 会員63名（新会員8名）
火曜会通信 第9～12号発行
平成13年
パソコン同好会発足
（2001年）
5/17、11/13 バス研修旅行
6/26 他3回 郷町館ガイド研修講座
6/26 他5回 屋外研修
7/1 旧岡田家・石橋家ガイド開始
7/10 他4回 研究発表
1/22 新年会

共催・支援事業その他
4/22
6/17
6/23
6/24

アースディいたみ参加
FMいたみ「摂津のへそ」出演
郷町館「新町家」竣工式参加
旧岡田家・石橋家
一般公開開始

社会の出来事
6月 大阪教育大
付属小学校事件

8/22、23 学外活動促進事業支援
9/11 アメリカ同時多発テロ
8/22、23「みやのまえ文化の郷」講座
11/10、11 神津ふれあい祭り
10月 野依良治氏ノーベル
パネル展示
化学賞受賞
11/16～18 公民館フェスティバル
パネル展示

2月 ソルトレィク冬季五輪

2/12 特別講座「発掘あれこれ」
3/17 養成講座史跡めぐり 支援

4/9 定期総会 会員60名（新会員4名）
火曜会通信 第13～16号発行
平成14年
（2002年） 5/28、11/19 バス研修旅行
6/17 他5回 屋外研修会
7/9 外部講師講座「伊丹発掘あれこれ」
7/16、9/17 ガイド研修「郷町館」
7/23 史跡ガイド研修「昆陽寺」
8/20 他5回 研究発表
1/28 新年会
2/18 外部講師講座「ため池の話」
3/18 〃 「旧岡田家・石橋家の建築」
4/8 定期総会 会員44名（新会員8名）
火曜会通信 第17～20号発行
平成15年
（2003年） 曜日班当番制による岡田家ガイド開始
5/27、11/11 バス研修旅行
7/22 他3回 屋外研修
6/17､7/15 学習会
7/8 他3回 研究発表
1/13 新年会
2/10 外部講師講座「荒木村重云々」
4/13 定期総会 会員49名（新会員12名）
3代目会長 服部浩夫
平成16年
火曜会通信 第21～24号発行
（2004年）
5/22 他4回 屋外研修
5/25、11/9 バス研修旅行
6/8 他4回 研究発表
8/10 特別講座「富士山蔵出土の瓦」
1/18 新年会
2/28 ガイドブック「文化財を訪ねて」
改訂発行

5月 サッカーW杯日韓大会
5/22 いきいきディサービス支援
8/25 FMいたみ出演「摂津のへそ」
8/27 出前授業 昆陽里児童クラブ
10/15､21､25 生きがい
デイサービス支援
11/16､12/7 ふるさと文化再発見
アクションプラン支援
11/17 市内史跡清掃
3/23 養成講座史跡めぐり 支援

5/25 伊丹歴史解説 有岡城跡
7/30､31 ふるさと歴史体験学習支援
8/26 出前授業 昆陽里児童クラブ
10/21他2回 生きがいディサービス
支援

10月 小柴昌俊氏 ノーベル
物理学賞 田中耕一氏
化学賞受賞
10月 北朝鮮拉致被害者
5名帰国
3月 イラク戦争始まる

4月 日本郵政公社営業開始

11/16 市内史跡清掃
12/6、13土曜いきいき教室
しめ縄作り支援
3/21 養成講座史跡めぐり 支援

8/27 学校外活動 昔の楽器と食べ物 8月 アテネ五輪開催
9/11～12/12 旧岡田家・酒蔵 築
330年記念事業のガイド特別体制 10月 新潟中越地震
11/21 市内史跡清掃
12/18 しめ縄づくり支援
12月 インドネシア スマトラ
島沖で大地震
3/21 養成講座史跡めぐり 支援
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〃 熊野古道世界文化
遺産登録

年表-3
年 度

主

催

事

業

共催・支援事業その他

平成17年 4/11 定期総会 会員52名（新会員3名）
火曜会通信 第25～28号発行
（2005年）
4/26 他5回 屋外研修
5/17、11/8 バス研修旅行
6月 平成17年度 市善行賞
「つつじ賞」を受賞
8/9 どんぐり座 定例会で紙芝居上演

社会の出来事
4月 福知山線脱線事故
新会員 田中美晴さん逝去

6/18 市民ガイド「緑と水と文化財を
訪ねて」後援アピールプラン推進協
8/20 わくわく教室支援
7月 知床 世界自然遺産登録
10/22 市民ガイド「清酒発祥の地と
満開のバラ園を訪ねて」
12/15 しめ縄作り支援

3月 「ふれあい教育賞」受賞

平成18年 4/11 定期総会 会員52名（新会員9名）
4代目会長 池田利男
（2006年）
火曜会通信 第29～32号発行
4/25、11/14 バス研修旅行
5/20 市民ガイド 文学碑を訪ねて

3/21 養成講座史跡めぐり 支援

2月 トリノ冬季五輪 荒川
静香選手金メダル

5/2～5 公民館文化祭 パネル展示
6/10 市長と気軽にグループトーク
6/18 市企画 郷町スタンプラリー協力 6月 サッカーW杯ドイツ大会
8/25 わくわく教室支援
10/14 会発足10周年タイアップ事業
巨木の会と

5/26 他4回 屋外研修

10/29 FMいたみラジオウォーク協力
11/16､12/7 ふるさと文化再発見
アクションプラン支援

1/16 新年会

11/17 市内史跡清掃
3/21 養成講座史跡めぐり 支援

平成19年 4/10 定期総会 会員49名（新会員なし） 5/22～27 公連協文化祭パネル展示
（2007年） 火曜会通信 第33～36号発行
4/24 他3回 屋外研修
5/8、11/13 バス研修旅行
7/7 新ガイドブック編集会議 開始

1/17 新年会
4/8 定期総会 会員57名（新会員10名）
平成20年 火曜会通信 第37、38、39・40号発行
（2008年） 分科会 「行基をもっと知ろう会」発足
5/13、11/11 バス研修旅行
6/2 他4回 屋外研修
10/14 研究発表
11月 県「くすのき賞」受賞
12/25 しめ縄つくり
3月 市「教育委員会賞」受賞

7/10 タイアップ事業講演会
７月 石見銀山 世界文化
遺産登録
8/22 わくわく教室 支援
9/15 タイアップ事業 市南部散策
11/4～26 第1回歴史ロマン事業参加
11/3 市内史跡清掃
12/2､23､26 しめ縄作り 支援
10月 郵政民営化スタート
2/4 伊丹小 台柿植樹記念
どんぐり座公演
3/21 養成講座史跡めぐり 支援
4/20 ５私鉄リレーウォーク
郷町館ガイド
5/13～18 公民館祭り展示参加
8/20 わくわく教室 支援
8/23 タイアップ事業 講演会
8/24 歴史ロマン体験学習支援
8～3月 計8回
9/27 タイアップ事業 散策 摂津音頭
11/15 ロマン事業史跡めぐり
11/29 市内史跡清掃
3/20 養成講座史跡めぐり 支援
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5月 中国四川省大地震

7月 北京五輪開催
9月 リーマンショック
10月 南部、小林、益川氏
ノーベル物理学賞 下村氏
化学賞

年 表 -４
年 度

主

催

事

業

平成21年 4/14 定期総会 会員62名（新会員9名）
（2009年） 火曜会通信 第41～44号発行
4/28 他8回 屋外研修
5/12、11/10 バス研修旅行
6/9 他3回 研究発表
9/16 どんぐり座
学校支援ボランティア登録
10/19 他2回 研究発表

1/21 新年会
4/5 他4回 屋外研修
平成22年 4/13 定期総会 会員66名（新会員7名）
火曜会通信 第45～48号発行
（2010年）
4/27 有岡城跡の清掃開始 第4火曜日
5/11 他2回 研究発表
5/18、11/23～24 バス研修旅行
11/13 会発足15周年記念事業 ガイド
1/16 新年会

共催・支援事業その他

社会の出来事

4月～3月 歴史ロマン体験学習 12回
4/29 宮前祭り 「折り紙 兜づくり」
4月～6月 県大型観光キャンペーン
「あいたい兵庫」協賛ガイド
10/4 ボランティア祭りガイド他協賛
11/14 ロマン事業市民現地見学会
大阪機工、東リ
11/28 市内史跡清掃
3/20 養成講座史跡めぐり 支援

5月 裁判員制度始まる
8月 衆議院総選挙で民主党
大勝で政権交代へ

2月 バンクーバー冬季五輪

4月～3月 歴史ロマン体験学習 12回
６月 小惑星探査機「はやぶ
さ」小惑星イトカワから帰還
8/24 わくわく教室 支援
10/24 ボランティア祭り 史跡ガイド
10/31～11/14 伊丹ロマン事業支援
11/25 市内文化財一斉清掃
12/25 しめ縄つくり協賛
3/19 養成講座史跡めぐり 支援

10月 鈴木章、根岸英一氏
ノーベル化学賞受賞
3月11日 東日本大震災

4/12 定期総会 会員68名（新会員6名）
火曜会通信 第49～52号発行
4月～3月 歴史ロマン体験学習 12回
平成23年
東日本大震災義援金を日赤へ寄託
6月 平泉 世界文化遺産
（2011年）
登録
8/23 わくわく教室 支援
5/17、11/15 バス研修旅行
〃 小笠原 世界自然遺産
登録
5/21 他3回 市民ガイド
6/14 他3回 研究発表
10～11月 ロマン事業支援
7月 FIFA女子W杯ドイツ
大会 なでしこジャパン優勝
6/15 「伊丹を歩こう」新版発行
11/12 ロマン事業 有岡城史跡ガイド
10/17 他1回 屋外研修
11/26 市内文化財一斉清掃
1/20 新年会
12/13 ボランティアガイド交流会参加
池田市にて
3/24 どんぐり座 「桜物語」公演
日米友好桜寄贈100年
3/20 養成講座史跡めぐり 支援

平成24年
（2012年）

4/10 定期総会 会員67名（新会員7名）
火曜会通信 第53～56号発行

4月～3月 歴史ロマン体験学習 12回
5月 東京スカイツリー開業

4/14 他1回 屋外研修
5/15、11/20 バス研修旅行
6/14 どんぐり座 心の匠授業 鈴原小
9/29 市民ガイド 西国街道を歩こう
10/9 他3回 研究発表
11/6 三田観光ガイドと交流会 石橋家
1/17 新年会
2/28 ひょうご観光ボランティア
発表会に出場

8/28 わくわく教室支援
10/17 他2回阪急沿線観光あるき
始まる
10/27～11/4 ロマン事業支援
12/1 市内文化財一斉清掃

7月 ロンドン五輪開催
9月 尖閣諸島を国有化
10月ノーベル医学生理学賞
山中伸弥氏 受賞
12月 衆院選挙で自民圧勝
政権交代へ

3/20 養成講座史跡めぐり 支援
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年 表 -５
年 度

主

催

事

業

4/14 定期総会 会員66名（新会員6名）
火曜会通信 第57～60号発行
平成25年
分科会「行基会」終了
（2013年）
「歴史会」「ガイドを楽しむ会」発足
5/21、11/19 バス研修旅行
5/31 他4回 屋外研修
11/12 他2回 研究発表

1/21 新年会
4/8 定期総会 会員60名（新会員4名）
火曜会通信 第61～64号発行
平成26年
（2014年） 4/10 他5回 屋外研修

共催・支援事業その他
4/7 他1回 阪急観光歩き
4月～3月 歴史ロマン体験学習 12回

６月 富士山文化遺産登録
8/27 わくわく教室支援
10/20 他2回 阪急観光歩き
11/2 ロマン事業ガイド
「有岡城跡を歩く」

11/18 バス研修旅行
1/20 新年会

8月 四万十市で41.0℃
を記録、観測史上最高

11/23 県民局主催歴史ウォークガイド 12月 「和食」世界無形文化
遺産登録
11/30 市内文化財一斉清掃
2月 ソチ冬季五輪 男子
羽生結弦選手金メダル
3/21 養成講座史跡めぐり 支援
4/6 他1回 阪急・阪神観光歩き
4月～3月 歴史ロマン体験学習 12回

大河ドラマの官兵衛ブーム頂点に
10/23 他1回 阪急・阪神観光あるき
ガイド依頼が4月～6月の3か月で1800名
8/12 他2回 研究発表
10/20 外部講師 勉強会 「伊丹台地」

社会の出来事

6月 富岡製糸場
世界文化遺産に登録
9月 御嶽山噴火

10/31～11/14 伊丹ロマン事業支援
11/15 有岡城戦国ツアーガイド
11/29 文化財一斉清掃

3/21 養成講座史跡めぐり 支援
4/14 定期総会 会員60名（新会員2名） 4/5 他1回 阪急・阪神観光あるき
火曜会通信 第65～68号発行
平成27年
4月～3月 歴史ロマン体験学習 12回
（2015年）
5/9 他3回 市民文化財ガイド
6/9 他1回 研究発表
10/24 他1回 阪急・阪神観光あるき
6/17 屋外研修 「小浜を巡る」
9/9 箕面観光ボランティアガイドと
11/1 ロマン事業支援ガイド
交流会
「史石めぐり」
11/17 バス研修旅行

11/21 市内文化財一斉清掃

1/19 新年会

3/19 養成講座史跡めぐり 支援

4/12 定期総会 会員52名（新会員 3名） 4/3 阪急・阪神観光あるき第3回

平成28年
（2016年）
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10月 ノーベル物理学 赤崎
天野、中村氏受賞
11月 「和紙」世界無形文化
遺産に登録
3月 北陸新幹線開業

9月 ラグビーW杯
イングランド大会
10月 ノーベル
医学生理学賞 大村氏
物理学賞 梶田氏

４月 熊本地震

(別表-1)

年

度

月 日

屋 外 研 修 （1）
行

先

主 催

参加人数

火曜会通信
掲載

平成 8年

平成 9年

平成10年

平成11年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

7月9日
6月10日
9月9日
10月14日
12月9日
1月13日
6月28日
7月4日
7月21日
8月25日
9月29日
10月8日
10月27日
1月19日
4月27日
5月25日
6月8日
6月22日
7月27日
8月24日
9月14日
9月28日
10月12日
10月26日
11月30日
2月22日
4月25日
5月23日
5月30日
6月27日
7月25日
9月26日
10月24日
11月28日
1月30日
2月27日
6月26日
10月23日
11月27日
12月11日
1月29日
2月26日
6月17日
7月23日
10月22日
11月26日
1月28日
2月25日
7月22日
9月30日
10月28日
11月25日

加茂遺跡
３ コース
５ コース
４ コース
６ コース
２ コース
西国街道
尼崎北部
有馬道を歩く
大坂道を歩く
五色塚古墳
巡礼街道を歩く
行基道
川西市郷土館 他
伊丹郷町を歩く
伊丹北部を歩く（その1） 南畑～鴻池
池田市史跡 大広寺 他
伊丹北部を歩く（その2） 荒牧～天日神社
中野から姥ｶ茶屋道標
池尻から西野土地改良碑
豊中市桜塚古墳群
辻の碑から大鹿道標
西宮市郷土資料館 他
安楽院から稲野小学校
東天神社から西天神社
昆陽寺から髭の渡し
下河原～安楽院
加茂神社～田能遺跡
旧小東邸跡発掘見学
大坂道 尼崎
柏木古墳 西光寺 須佐男神社 御願塚古墳
南野神社 了福寺 狐塚 大空寺 健速神社
塚口城跡 近松記念館 尼崎城跡 寺町
平塚～健速神社
昆陽井～土地改良碑
安倉上池～土地改良碑
西国街道
今城塚古墳 太田茶臼山古墳
浄源寺～松尾芭蕉の碑～和泉式部の墓
宝塚小浜宿
伊丹廃寺～妙宣寺
御願塚古墳 谷垣・田中邸 了福寺 健速神社 大空寺
大阪歴史博物館
昆陽寺
西国街道 郡山宿から萱野三平旧宅
文学碑を訪ねて 昆陽池～伊丹廃寺
昆陽井を歩く 昆陽井樋口から昆陽寺
文学碑を訪ねて郷町内
尼崎寺町探訪
緑道を歩く
鬼貫句碑めぐり 遍照寺 昆陽池 瑞ケ池 緑ヶ丘公園
三田市内文化財を訪ねて
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②グループ
③グループ
②グループ
③グループ
①グループ
伊丹の街道
伊丹の街道
伊丹の街道
考古学
伊丹の街道
伊丹の街道

伊丹の街道
伊丹の街道
伊丹の街道
伊丹の街道
伊丹の街道
伊丹の街道
街道を歩く
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
街道を歩く
〃

分科会行事
〃
〃
〃

金曜班
火曜班

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
18名
－
10名
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
創刊号

25名

－
－
20号
〃

20名
22名
18名

〃
〃
〃
－
2号
3号

2号
2号
2号
3号
〃
5号
〃
－
5号
6号
〃
7号
－
8号
〃
－
11号
〃
－
12号
〃
－
－
15号
〃
16号
〃

屋 外 研 修 （2）
年

度

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年
平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

月 日
5月22日
7月27日
9月27日
1月25日
2月22日
4月26日
5月31日
8月23日
9月27日
11月22日
1月24日
5月26日
9月26日
10月31日
11月16日
11月28日
4月24日
7月24日
9月25日
2月26日
6月2日
7月22日
9月30日
10月20日
10月28日
4月28日
〃
6月23日
6月30日
7月6日
7月13日
10月19日
10月27日
1月20日
4月5日
9月29日
1月28日
2月26日
3月22日
10月17日
3月31日
4月14日
10月15日
5月31日
6月24日
10月3日
11月27日
12月11日
4月10日
9月15日
11月6日
3月16日
3月21日
3月27日
6月17日

行

先

主 催

行基の足跡を歩く 安楽院 西国街道 昆陽寺
金曜班
灘の酒蔵を訪ねる 白鶴酒造・菊正宗酒造資料館
水曜班
池田市内探法 呉服神社 呉春蔵元 池田城址公園
木曜班
伊丹市南部を歩く 御願塚古墳 了福寺 南野神社
土日班
市内大坂道を歩く 荒村寺 正覚寺 杜若寺 墨染寺
金曜班
巡礼街道を歩いて 松尾神社 泉流寺 正念寺 天満神社
－
八尾地区を訪ねる 寺内町久宝寺
－
猪名野神社 発音寺 長寿蔵２階
土日班
市内東南部を歩く 春日神社 口酒井整理事務所 田能遺跡
水曜班
市最西端を行く 最禅寺 市杵嶋姫社 六樋顕彰碑 コスモス園
木曜班
市立博物館 大鹿会館を訪ねて
金曜班
枚方宿 鍵屋資料館
土日班
小浜宿 市立資料館 毫摂寺 旧和田家
木曜班
亀岡七福神
水曜班
池田市文化財見て歩き 鉢塚古墳 二子塚古墳
木曜班
大山崎の歴史と文化を訪ねて
金曜班
高槻古墳めぐり
水曜班
富田林寺内町 旧杉山家住宅 新堂廃寺址
木曜班
堺市方面 南宋寺 与謝野晶子碑 千利休屋敷跡 家原寺
金曜班
吹田市方面 常光円満寺 旧西尾家 泉殿宮 アサヒビール工場
土日班
平清盛の夢の跡 兵庫津を歩いて
水曜班
水間寺と貝塚寺内町めぐり
木曜班
大阪狭山市
土日班
竹林寺 暗峠
行基研
源氏物語の舞台須磨 須磨の関跡 現光寺 須磨離宮公園
金曜班
午前 市内 Aコース 新人ガイド研修会
水曜班
午後 市内 Bコース
金曜班
午前 市内 Eコース
土日班
午前 市内 Fコース
土日班
午前 市内 Cコース
金曜班
午後 市内 Dコース
木曜班
喜光寺
行基会
宝塚巡礼街道を歩く 接木太夫の碑 松尾神社 中山寺 清荒神
木曜班
四天王寺 住吉大社
水曜班
昆陽下池推定地を探索
行基会
高槻市内 歴史民俗資料館 城跡公園 芥川宿一里塚
木曜班
伏見稲荷大社 寺田屋
金曜班
阪急塚口 富松神社
土日班
浄瑠璃寺 当尾の石仏 岩船寺
水曜班
堺市 高倉寺 大野寺 南宋寺
行基会
京都深草 墨染桜寺 藤森神社 聖母女学院 伏見稲荷大社
土日班
川西市勝福寺古墳 万願寺
木曜班
木津川市史跡めぐり 大智寺 西念寺 泉橋寺 蟹満寺
行基会
高槻市 今城塚古墳 古代歴史館
木曜班
大阪都島界隈 毛馬の閘門 鶴満寺
金曜班
猪名川町 多田銀銅山 静思館
土曜班
樹木勉強会 猪名野神社 緑道
水曜班
上町台地の探索 生国魂神社 天王寺七坂 一心寺
水曜班
服部天神宮 桜塚古墳群 原田城跡（旧葉室家） 原田村
木曜班
ぶらり塚口あるき 近松記念館 廣濟寺
土曜班 歴史会
大阪中之島周辺 中央公会堂 日銀大阪支店 適塾
水曜班
教善寺で講話を聞く
歴史会
アーモンドの花を訪ねて 東洋ナッツ食品
土曜班 歴史会
伝法界隈 西念寺 正蓮寺 澪標住吉神社 鴉の宮
金曜班
寺内町・宿場町小浜を巡る 毫摂寺 歴史資料館 旧和田家住宅
木曜班
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参加人数

30名
24名
16名
24名
32名
35名
－

－
23名
18名
22名
－
－
24名
－
－
28名
－
－
22名
29名
24名
－
－
23名
6名
－
－
－
－
－
－
31名
－
17名
23名
30名
－
16名
21名
13名
19名
18名
27名
23名
23名
19名
29名
19名
26名
32名
29名
－
22名
11名

火曜会通信
掲載

23号
24号
〃
25号
〃
26号
〃
〃
27号
28号
〃
30号
31号
〃
32号
〃
33号
35号
〃
37号
38号
〃
39-40号
〃
〃
42号
－

－
－
－
42号
－
44号
－
45号
47号
49号
49号
49号
51号
53号
53号
55号
58号
58号
59号
60号
60号
61号
63号
64号
65号
－
65号
66号

（別表-2） バ ス 研 修 旅 行
年

度

平成 9年
平成10年

参加人数

火曜会通信
掲 載

4月20日 奈良西の京

22名

－

2月3日 京都嵯峨野

24名

－

-

－

25名

創刊号

月

日

行

先

5月19日 奈良・山の辺の道
11月20日 京都上賀茂神社・大徳寺総見院

平成11年

5月18日 出石町庁舎、諸杉神社、出石城、家老屋敷、辰鼓櫓
11月16日 加西市・一乗寺他

約40名

2号

-

－

-

6号

48名

8号

40名

10号

39名

－

37名

14号

31名

17号

34名

18号

38名

20号

37名

22号

-

24号

38名

26号

-

28号

40名

29号

11月14日 北播磨 杉原方面

25名

32号

5月8日 伊賀上野 関宿

46名

34号

43名

36号

5月13日 石山寺・水口宿 善水寺

-

38号

11月11日 鶴林寺 県立考古博物館

40名

41号

40名

42号

-

44号

46名

46号

-

48号

36名

50号

11月15日 上月城跡・旧閑谷学校、坂越浦

42名

52号

5月15日 五條市・十津川村 谷瀬の吊橋

43名

54号

約40名

56号

42名

58号

11月19日 姫路方面・姫路城・廣峯神社

46名

60号

平成26年

11月18日 三木市・加古川・姫路の官兵衛ゆかりの地を訪ねて

45名

64号

平成27年

11月17日 高野山・真田庵

42名

68号

平成12年

5月9日 奈良明日香村 石神遺跡、水落遺跡、伝飛鳥板蓋宮
11月14日 彦根城・湖東の寺院

平成13年

玄宮園、西明寺 金剛輪寺

5月17日 橿原・今井町 今井まちなみ交流センター
11月13日 丹波篠山と城下町

平成14年

5月28日 弥生文化博物館・堺市博物館・大仙公園
11月19日 宇治万福寺・伏見の町 大倉酒造資料館、寺田屋

平成15年

5月27日 五色塚古墳・県立歴史博物館
11月11日 草津宿本陣・坂本 慈眼堂 滋賀院門跡 日吉神社

平成16年

5月25日 淡路島、歴史資料館、高田屋顕彰館、野島断層保存館
11月9日 北丹波の古寺 氷上町達身寺 青垣町高源寺

平成17年

5月17日 元伊勢外宮内宮 鬼の資料館
11月8日 赤とんぼの里 龍野・県埋蔵文化財調査事務所

平成18年
平成19年

4月25日 近江八幡 安土 旧西川家伴家住宅 城郭資料館

11月13日 コウノトリの郷公園・生野銀銅山 竹田城址
平成20年
平成21年

5月12日 根来寺 粉河寺 紀伊東照宮 黒潮市場
11月10日 三田 人と自然の博物館・篠山城 篠山美術館

平成22年

5月18日 向源寺・賤ヶ岳 中江藤樹記念館
11月23、24日

平成23年
平成24年

山陰月山富田城・足立美術館・石見銀山 （一泊）

5月17日 近江・長浜城・小谷城跡

11月20日 徳島・鳴門 県立渦の道 霊山寺 徳島城 阿波踊り会館
平成25年

5月21日 滋賀朽木 興聖寺 熊川宿 白鬚神社
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（別表-3） 研 究 発 表 （1）
年 度
平成 8年

月 日

表

題

発表者

9月10日 御願塚古墳と猪名野古墳群
12月10日 伊丹の文化財としての仏像と一般仏像とを対比して

坂根 俊彦
東 太三

1月14日

福岡 好子
大沢 紀子

荒木村重について

現代建築と古建築の違い
有岡落城より ※研究発表始める
行基について
8月12日 荒木村重と本願寺
11月11日 猪名寺廃寺跡
鬼貫句碑
平成10年 6月9日 昆陽宿
〃
タイの文化
10月3日 古代の鏡について
12月8日 村の歴史「池尻」
〃 「長尾村」
平成11年 6月15日 村の歴史「池尻」 沿革 神社 寺院
村の歴史「池尻」 水利
7月13日 酒造と文化
10月19日 村の歴史「西野村」
平成 9年

2月18日
5月13日

11月9日

〃

玉田 耕一
松本 繁
西口 征子
柴田 博
保理江 丈夫
畝村 博
松本 繁
山下 和子
坂根 俊彦
東 太三
松本 繁
東 太三
〃
服部 浩夫
森田
神保
稲実
難波
古谷
柴田
豊田
坂根

「緑ヶ丘」

12月14日 有岡城について

平成12年

道子
紀美子
道代
壽美
喜代子
博
正義
俊彦

12月21日 村の歴史「昆陽村」
有岡城を想像する
1月18日 伊丹郷町について
2月8日 山田村の地蔵尊
〃
西国街道

東 太三
豊田 正義
山本 紀子
松本 繁
坂根 俊彦

2月15日

村の歴史「南 野」

西口
福岡
松原
山内
日野

征子
好子
みさゑ
富美子
直子

6月3日

「摂津伊丹廃寺」
「昆陽寺」
「黒田官兵衛 有岡城に於ける幽閉について」
「伊丹郷町 古地図からみた伊丹郷町の発展」
「富本銭について」
「中国での発掘」
「伊丹郷町と法巖寺」
「安倉村」
「昆陽村の出来事」
「伊丹郷町と酒」
荒木村重 籠城に伴う人間ドラマ
「伊丹郷町と丹波杜氏」
「荒木村重の運命 饅頭」
「柿と柿衞文庫」
「年輪年代法について」
酒井村の論争
「近衛家と伊丹郷町」
中国語について
ビデオによる活動報告
諸国巡検使
往来手形

難波
山内
豊田
山本
柳沢
山本
片山
服部
中尾
梶谷
豊田
梶谷
柴
田
治井
斎藤
柴田
坂根
渡邊
山内
大沢
西口

壽美
富美子
正義
喜與士
森夫
紀子
美代子
浩夫
求
文男
正義
文男

7月11日
9月12日
12月12日
1月16日
2月20日
平成13年 7月10日
7月10日
9月11日
9月11日
1月15日
平成14年 8月20日
12月10日
1月14日
〃
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勇夫
篤義
博
俊彦
敬子
富美子
紀子
征子

発表方法

火曜会通信
掲 載

分科会発表
〃

研究発表
〃
〃
〃

2号
3号

〃

〃
〃
投 稿
研究発表
〃
〃

4号、5号

〃
研究発表
〃
〃
〃

6号
〃
〃
〃
7号
〃
〃

研究発表

9号、13号
11号
12号
13号
15号

研 究 発 表 （2）
年 度

月 日

平成15年

7月8日
9月9日
12月9日
1月13日
6月8日
平成16年 7月13日
9月7日
12月14日
2月8日
平成17年
平成18年

平成19年

平成20年
10月14日
平成21年
6月9日
12月8日
2月9日
3月9日
平成22年

平成23年

5月11日
9月14日
2月8日
6月14日
7月12日
8月9日
2月14日

平成24年
10月9日
12月11日
2月12日
3月12日
平成25年
11月12日
12月10日
3月11日
平成26年 8月12日
12月9日
3月10日
平成27年 6月9日
8月11日
2月9日

表

題

発 表 者 発表方法

「私と中国」
「鬼貫と歌碑」
「神社ウオッチング」
「伊丹の酒造り」
行基について
「俳句に見る伊丹の酒」
神社あれこれ
伊丹の神社について
荒木村重を知る
飛鳥山発音寺
伊丹市内の「地車（だんじり）・太鼓」
伊丹廃寺で考える
身近な歴史のふれあい（大鹿村について）
吉備王国跡を訪ねて
「坂上の氏姓」
「行基、円空､木喰、そして霊木化現仏」
「神仏習合と行基の霊木化現仏」
「巡礼街道は神仏習合の道」
伊丹とポエム
「寺 内 町」
「中世における寺院」
行 基
「粉河寺縁起絵巻」を見て考える－中世絵巻の重要性
源氏物語を通じてみた平安王朝
「鉄砲伝来異聞」
昆陽寺の地より離れた場所に行基町ってなんで？
村重・有岡城
「真宗興正派について」
「伊丹とアベ氏」
両界曼荼羅
城の石垣
親鸞と来迎引接
山について
中世における自然災害と社会
平城京時代と行基の事跡
悪人正機説と悪人正因説
日蓮宗の西国伝播 伊丹妙宣寺 大物崩れ 堺幕府
寺内町と寺町
日本の人口推移
天誅組における伴林光平
仏堂の変遷 内陣 外陣および後陣
北前船
楊津院の存在場所
伊丹の和算
芭蕉と鬼貫
三成の三献茶は抹茶か煎茶か？
近松と私
救民の思想 大塩平八郎
川柳とは
健康の常識 ウソ？ホント？
修験者の開祖 役小角
昆陽井と雨乞い
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渡邊 敬子
林亨
永野 昭一
亀井 尚
柳沢 森夫
林亨
西口 征子
亀井 尚
中尾 求
田中（和）
中尾 求
林 亨
中川 康
田原 克巳
中川 康
亀井 尚
中川 康
中川 康
中川 康
森 勝美
亀井 尚
中川 康
金曜班
中川 康
水曜班
亀井 尚
行基会
土曜班
中川 康
中尾 求
中川 康
山元 龍治
中川 康
和多 直樹
中川 康
坂根 俊彦
中川 康
中川 康
亀井 尚
山元 龍治
内田 襄
中川 康
池田 利男
中川 康
松木 直志
田中 實
山岸 一人
浮田 輝代
竹本 章
石飛 淳夫
竹中 稔
足立 茂夫
松田 孝雄

研究発表
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
投 稿
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
研究発表
投 稿
投 稿
研究発表
投 稿
研究発表
投 稿
研究発表
〃
投 稿
〃
研究発表
〃
〃
〃
〃
〃
〃
投 稿
〃
研究発表
〃
〃
〃
投 稿
研究発表
〃
研究発表
〃
〃
〃
〃
〃
〃

火曜会通信
掲 載

20号

27号
28号
31号
31号
33号
34号
36号
37号
38号
39-40号
39-40号
41号
43号
44号

45号
48号

54号
54号

56号
59号
60号
61号
62号
63号
64号
65号
66号
67号
69号

（別表－4） 公 募 市 民 ガ イ ド (1)
年 度

題

行

先

コ

ー

ス

参加 火曜会
人数 通信掲載

月 日

表

3月17日

第3回養成講座ガイド

社会教育課

3月20日

第4回養成講座ガイド

社会教育課

11月7日

有岡城ウォーク

博物館友の会
150名
共催

3月11日

第5回養成講座ガイド

社会教育課

3月10日

第6回養成講座ガイド

社会教育課

3月17日

第7回養成講座ガイド 春日神社 田能遺跡 猪名寺廃寺 御願塚古墳

社会教育課

3月23日

第8回養成講座ガイド

社会教育課

3月21日

第9回養成講座ガイド

社会教育課

3月21日

第10回養成講座ガイド 有岡城跡の史跡を訪ねて

社会教育課

第1回市民ガイド 緑と水と文化財を訪ねて

いたみアピール
プラン後援

70名

26号

〃

60名

27号

主催･協賛

平成 8年

平成 9年

平成10年

平成11年

有岡城跡国指定史跡20周年事業

4号

平成12年
50名

9号

平成13年
13号

平成14年

平成15年

平成16年
平成17年 6月18日

10月22日 第2回市民ガイド 清酒発祥の地と満開のバラ園を訪ねて
3月21日
平成18年 5月20日

第11回養成講座ガイド 西国街道の史跡を訪ねて

平成19年 9月15日
3月21日
平成20年 9月27日

29号

第1回市民ガイド 文学碑を訪ねて

30号

10月14日 市北西部の巨木・文化財を散策
3月21日

社会教育課

第12回養成講座ガイド 郷町～博物館
伊丹市南部の文化財・巨木めぐりと麦わら音頭
第13回養成講座ガイド

巨木の会と
タイアップ

80名

31号

社会教育課

60名

33号
35号

タイアップ事業

社会教育課
タイアップ事業

39・40号

11月15日 史跡めぐり

ロマン事業

39・40号

3月20日

第14回養成講座ガイド 有岡城跡 杜若寺 猪名寺廃寺 南清水古墳

社会教育課

歴史ウォーク 「行基の足跡をたどる」

伊丹ボランティ
ア祭り協賛

平成21年 10月4日

緑道 北村 伊丹廃寺跡 散策

70名

41号
43号

11月14日 市民ガイド 「昔と今の郷町を歩こう」 大阪機工 東リ 旧大坂道 米屋町

いたみロマン
事業支援

3月20日

社会教育課

45号

伊丹ボランティ
ア祭り協賛

47号

第15回養成講座ガイド 昆陽池 天日神社 鴻池神社

平成22年 10月24日 ボランティア祭り協賛 史跡ガイド

50名

44号

11月13日 15周年記念行事 「郷町を歩こう 酒蔵と寺院巡り」

いたみロマン
事業支援

45名

48号

3月19日

社会教育課

40名

49号

第16回養成講座ガイド 有岡城跡 猪名野神社 発音寺 伊丹廃寺跡
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公 募 市 民 ガ イ ド (2)
年 度

平成23年 5月21日

行

先

コ

ー

ス

市民ガイド（1） Cコース

火曜会
通信掲載

（2） Ｄコース 清酒発祥地と聖徳太子ゆかりの寺

木曜班

7月16日

〃

（3） 御願塚古墳と行基ゆかりの社寺めぐり

金曜班

52名

50号

9月17日

〃

（4） 伊丹の東部を訪ねて

水曜班

55名

51号

11月12日 伊丹ロマン事業 「戦国時代の伊丹・城」

ロマン事業

62名

52号

3月20日

社会教育課 29名

53号

第17回養成講座ガイド 「いざ有岡城」惣構え内を攻め歩こう
市民ガイド 西国街道を歩こう 西国街道 東天神社 閼伽井 昆陽寺

34名

55号

10月17日 阪急神戸線沿線観光あるき（1）緑ヶ丘公園 伊丹廃寺跡 昆陽池公園

商工労働課 17名

55号

11月18日

〃

（2） 有岡城跡コース

商工労働課 15名

56号

3月2日

〃

（3） 有岡城跡コース

商工労働課 53名

57号

木曜班

3月20日

第18回養成講座ガイド 官兵衛幽閉の地有岡城跡から伊丹廃寺まで

社会教育課 52名

57号

4月7日

阪急神戸線沿線観光あるき（4） 緑ヶ丘公園 伊丹廃寺跡 昆陽池公園 商工労働課 29名

57号

5月18日

〃

（5） 昆陽池公園 鴻池稲荷祠碑 荒牧バラ公園 商工労働課 51名

58号

10月20日

〃

（1） 東側 スカイパークコース

商工労働課 12名

59号

11月2日

伊丹ロマン事業 茶人村重の有岡城跡を歩く

ロマン事業

23名

60号

12月1日

阪急・阪神沿線観光あるき （2） 有岡城跡コース

商工労働課

7名

60号

商工労働課 69名

61号

〃

（3） 有岡城の惣構えを歩く

3月21日

第19回養成講座ガイド 惣構えの城「有岡城」を歩こう

社会教育課 31名

61号

4月6日

阪急・阪神沿線観光あるき（4） 緑道 発音寺 緑ヶ丘公園 鴻臚館

商工労働課 30名

61号

5月17日

〃

（5） 有岡城跡コース

商工労働課 45名

10月23日

〃

（1） 有岡城跡 小西酒造富士山蔵

商工労働課 24名

63号

ロマン事業

3月1日

阪急・阪神沿線観光あるき（2） 有岡城跡コース

商工労働課 11名

3月21日

第20回養成講座ガイド 神津地域の縄文時代から現代を知ろう

社会教育課 25名

65号

4月5日

阪急・阪神沿線観光あるき（3） 緑道 伊丹廃寺跡 緑ヶ丘公園 妙宣寺

商工労働課 21名

65号

5月9日

市民ガイド（1) 大鹿地区の歴史を知ろう 大鹿センター 妙宣寺

5月23日

阪急・阪神沿線観光あるき（4） 有岡城跡コース

9月26日

市民ガイド（2) 伊丹廃寺を歩こう

木曜班

32名

66号

商工労働課 53名

66号

金曜班

28名

67号

10月24日 阪急・阪神沿線観光あるき（1） 有岡城跡コース

商工労働課 37名

67号

11月 1日 伊丹ロマン事業史 「石めぐり」 石橋家 教善寺 臂岡天満宮 伊丹廃寺

ロマン事業 約30名

68号

12月12日 市民ガイド（3） 行基の足跡を探る

平成28年

参加
人数

土日班

11月15日 伊丹ロマン事業 有岡城 戦国ツアー

平成27年

主催･協賛

〃

3月2日

平成26年

題

6月18日

平成24年 9月29日

平成25年

表

月 日

土曜班

3月6日

阪急・阪神沿線観光あるき（2） 御願塚古墳 昆陽池コース

3月12日

市民ガイド（4） 有岡城から田能遺跡までを歩く

3月19日
4月3日

24名

68号

商工労働課 40名

69号

35名

69号

第21回養成講座ガイド 有岡城跡～伊丹廃寺跡

社会教育課 18名

69号

阪急・阪神沿線観光あるき（3） 緑道 伊丹廃寺跡 緑ヶ丘公園 妙宣寺

商工労働課

65号

16

水曜班

9名

会員数 ガイド件数の推移

平成年別会員数
80
70

63
56

会員数（名）

60
50

60
49

45

49

52

52

57

62

66

68

67

66
59

60
52

49

41

40

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

40
30

25

20
10
0
8

平成年

平成年別ガイド件数
140

122

ガイド件数（件）

120
100

74

80

60
60

33

40

22
20

49 50 49 49

47

3

6

10

6

9

57

64

38

34
14

0
8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

平成年
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どんぐり座の歩み

座 長

細川 勝海

当会の分科会の 1 つにどんぐり座があります。ボランティアの会が発足したのがちょう
ど２０年前、どんぐり座が誕生したのはその９年後、４番目の分科会として会員の約半数
の２１名でスタートしました。きっかけは大人を対象に文化財のガイドをしているが、子
供たちにも伊丹の昔話を伝えていきたいとの思いからで、早速２０数件のテーマを選び出
し、紙芝居２、ペープサート 1 の３グループに分かれて創作活動が始まりました
記念すべき第一作目は
「三軒寺の砂かけ狸」、
「昆陽寺の盗まれた釣
鐘」、「昆陽池の行基鮒」
です。活動の基本は、伊丹
に伝わる昔話からシナリオ
と絵画を独自で創作して短
い物語に仕上げていきま
す。現在２０作品が出来上
がっていますが、唯一１作
品が荒牧にある大阪芸術大
学の学生さんに原画を描い
てもらった「赤くなったコ
ウノトリ」があります。
先輩たちが偉いのは、作品が出来上がるとすぐに外部団体へ積極的に公演活動を働きか
けたことでしょうか！現在では教育委員会の“心の匠”学習の一環として幼稚園小学校の
児童を対象に各校を巡回公演しております。どんぐり座のメンバーは何ごとにも積極的に
行動することを目標に、ボランティアの会の新年会等で歌・踊り・舞台劇に取り組んでき
ました。メンバーが少なくなった今、公演依頼への対応、グループの一本化を検討すべく

件

数

悩んでおります。
私はどんぐり座が立ち上げられた１年後に 11 期生として入会しました。どんぐり座の
方々が一生懸命に絵の具塗りをしていたところに遭遇し、絵の才能がない私にもお声がか
かったことで、やって
どんぐり座の公演件数
みようと思った次第で
13
13
す。会員数は増えてい
14
12
11
12
10
10
10
るのに、座員数は減っ
9
10
8
7
7
8
ている状態ですので、
6
是非とも会員皆様のご
4
参加をお待ちしており
ます。
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結成 20 周年に寄せる会員の思い
“文化財ボランティアの会二十周年”
を振り返り

文化財ボランティア初年度の思い出
１期 日野 直子
今年の新年会の小長谷さんの挨拶で、１期
生の初会合でのお話を聞き、あァーそうだっ
たと思い出しました。３０名の受講生、修了後
このまま続いて勉強したいと、２５名が残りまし
た。初会合は、お互い顔が見えるようにと、ぐ
るりと席につき一言ずつ思ったことを話してい
ます。阪神大震災後のことです。
翌年Ａ氏の講演で、被害のあった各名家
に残る古文書が廃棄されないようにと、ボラン
ティアの大学生が走り回って集め、博物館に
保管した話。また発音寺の三面大黒天立像
がバラバラになり、本堂の床に並べられてい
たのを見学・説明を受け、次いで庫裏に案内
され、当時無住寺でしたから神戸から来訪の
住職さんのお話も聞かせていただきました。
発掘にも参加しました。酒蔵跡で軍手をは
めハシゴを降りて２～３人ずつで説明を聞き、
力を入れないことを心して手鍬で少しずつ土
を削り、後はハケで黒く焦げた土をのけるとレ
ンガの一面が出現、焚口のようでおそるおそ
るながら、わくわくした気持ちがあります。
それまで専業主婦で世間知らずの私の生
活は変わり、本当に楽しい日を過ごさせてい
ただき、健康にもなりました。ありがとうござい
ました。

1 期 柴田 博
「つい先達て同好の士達と発会したと思っ
ていたのが、もう二昔もすぎたのか」と年輪を
感じるのが、一期生の一員として正直な感想
である。
仕事人間を卒業して周りを見回してみると、
何と肝心の地元の事は判らぬことばかり、アイ
デンティティーを見つけるためにも、市教委の
養成講座を受けてみようとしたのがきっかけで
あった。
会を立ち上げた当初は市教委の指導を受
け乍ら、手探り足探りで教科書の“伊丹の文
化財”を訪ね、先人から教えを請い、自分なり
に学習し纏めて会内で研究発表し合った。少
しずつ自信が付いてきた處で自分たちが知り
得た知識・経験を、会の基本概念にあるように
文化遺産を市民に還元する方法として、市民
対象の文化財ガイドを行うようになったのであ
る。
ガイドは決して気楽な仕事ではない。「相
手の要望に応えられたか、内容は間違いなく
理解して貰ったか」など、自信と体力勝負であ
る。自身の向上研修よりガイド依頼が上回る
状況下にあって、留意しなければならないの
は、先ず自分が学習研鑽に努め、得た知識と
経験を相手に合わせた説明が出来るようにな
ること。目先に捉われず、地道に研修した基
本の上にたって、自信を持って対処出来るよ
う、自分を含
め静止熟考さ
れる様切望し
ている。

伊丹市文化財ボランティアの会 20 周
年に寄せて
3 期 服部 浩夫
伊丹市教育委員会・生涯学習部・社会教育
課のご協力をいただき、文化財ボランティア
の会長のご手腕が多方面に発揮され、この２
０年に続く会の隆盛は大変喜ばしく、心よりお
祝い申し上げます。
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一 念 発 起

３期生の一員として在籍していますがその
間数度の病を患いました。今は、皆さんのお
話しを聞かせていただくことが楽しみに参加
しております。編集委員より全会員へのご依
頼があり２０周年感想文として入会時を思い出
しながら記してみました。
平成７年（1995）は阪神淡路大震災が発生
し忘れられない年となりました。その 2 年後、
定年退職し自分の自由な時間をいかに過ご
すか考えて、先ずは「健康第一！歩くこと」と
し、近辺の古道や道標が目に留まり興味を持
ちました。
平成１０年伊丹市文化財ボランティアの会
養成講座を知り受講、最終日には市民対象
の案内コースが設定され、復元作業中の足場
のある現場（旧岡田家住宅）を担当したことが
記憶に残っています。文化財ボランティアの
会に入会し、当時の会長以下３０人前後で定
例会、幹事会を運営していたかと思います。
市公民館の会場予約をする役割をして、その
あと「火曜会通信」の発行を経験のないまま引
き受けました。
平成１１年（2001）は「みやのまえ文化の郷」
の中核施設として「旧岡田家住宅」が公開さ
れ、文化財ボランティアの会の活動が大きく
広がるきっかけになったと思います。翌年
（2002）は文化財ボランティアの会５年目、そ
れからの進展は年を追うごとに会員も増え素
晴らしい分科会事業や支援活動が活発となり
ました。
平成２８年（2016）「文化財ボランティアの会
発足２０周年記念」を迎え会員の皆様、役員
の方々、現・会長の推進力と実践力、ご努力
が花を咲かせた年となりました。火曜会通信
が皆さんの心のお祝い
になることを念じていま
す。

3 期 柳沢 森夫
入会して間もなくのことだったと記憶す
る。会員になったという自負心で、何か世
のため人のために役立つことを日々案じて
いた。元旦の初詣には昆陽にある東天神社
に家族でのお参りを恒例としている。その
鳥居の傍に「昆陽」と題して、この土地の
由来が書かれている。だがその説明板の文
字が長年の間、風雨にさらされて黒っぽく
なり、不鮮明になっている。これは参詣者
には親切でない、と常々思っていた。何とかし
たい。
そこで一念発起、この説明板の塵埃を除き
鮮明にすることに…。先ず神社の祢宜さん、
岸田様に許可を得て取りかかる。設置されて
いる建具から外して自宅へ運ぶ。自転車の荷
台に載せ押して、近くで見ていた大きさより意
外に大きい縦 70cm、横 100cm 厚さ 4cm、重量
もある。庭に置き、汚れている面をホースで流
し落とす。ブラシで何度も何度も真っ黒な汚
水、ちょうど夏の時期だったので全身汗びた
し。やっと汚れが落ちたあと何日間かけて完
成。
これを再び自転車にてもとの場所へ運ぶ。
取付けて出来上がった成就感、自己陶酔、岸
田様も喜んでくれた。「ありがとうございまた」
あの言葉を忘れない。

「みやのまえ文化の郷」講座
3 期 山内 富美子
2001 年８月２２日と２３日の２日間にわたって
開催した、子供たちを対象の「みやのまえ文
化の郷」講座に焦点をあてて回想します。
会場は、オープンしたばかりの旧岡田家住
宅・酒蔵、旧石橋家住宅、新町屋の美術講座
室などでした。
「伊丹郷町館で学ぶ夏休み」をテーマに、
先ず昭和初め頃の伊丹の町風景を描いた
「昔の伊丹」という題名のビデオを見ました。
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そして、文化財ボランティアの会員によるガイ
ドで、新装なった郷町館を見学しました。酒蔵
では、「みかんの花さく頃」「浜辺の歌」「牧場
の歌」「故郷」「叱られて」など、なつかしい曲
のハーモニカ演奏によるミニ・コンサートを聴
きました。心にしみいるような曲なので、全員
食い入るように聴きいっていたのが印象的で
した。
講座の一番のメインは日本の伝統手芸で
ある「ちぎり絵」の制作に取り組んだことです。
和紙を使って朝顔やひなげしのちぎり絵を
色紙にはって、美しい趣きのある作品に仕上
げ、子供たちは満足した笑顔で、とても嬉しそ
うにして持ち帰りました。理想の和紙を求めて
神戸・大阪・京都へと走り回ったことが思い出
されます。
そのほか伊丹市文化財愛護カルタの中味
を学習し、それぞれに合う絵を独創的に描き、
お互いに見せ合い、その出来栄えを褒め合
いました。その出来上がったカルタを使って
カルタ取りゲームに興じました。カルタで学習
しながら、「伊丹の文化財って結構たくさんあ
るのだなあ！」と感心し
ている子供たちの姿が
ありました。これを契機
に伊丹の文化財にもっ
と興味・関心を注ぎたい
と言っている子供もいま
した。
最後にもう１つ、「動物なぜなぜ問答」という
絵を使ってのクイズを用意しました。「なぜな
ぜ問答」の２０枚ほどの絵は、実際にこちらで
描いたもので、画用紙に描いたオリジナルの
ものでしたので、目を引き付けられたように問
答に取り組んでいました。我先にと手をあげ
て一生懸命にとりくみ、正解には歓声が上が
り、思いがけない解答のときには感心したよう
な、納得のため息がもれていました。
この「みやのまえ文化の郷」講座の内容に
ついては、参加された方たちから、「メニュー
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がとても豊富で、内容が充実していた」と大変
喜ばれました。
受講生たちが全員満足されて、夏休み中
の良い体験、良い思い出となったことがこの
講座の最高の成果であったと自負していま
す。

『老いるショック』に思うこと
4 期 塩井 陽子
この度は当会発足２０周年おめでとうござい
ます。思い起こせば今から１６年前、これから
の人生を心豊かに暮らすには何が必要かと
考えながら受講したのがこの講座でした。当
時は４期生として約 15 名が参加、久しぶりに
学生気分に戻り実に新鮮な気持ちで講義を
受け、世帯疲れした自分の心を新しく持ち直
すことが出来ました。「街道を歩く会」では古
道が走る歴史の宝庫伊丹の町を深く学び、「
伊丹の村の生い立ち」では先祖が脈々と築い
た村落の姿をひもとき、歴史あるお城・神社・
仏閣の史跡を巡り、伊丹が生んだ有名人を研
究し、それは充実感・使命感・達成感を強く感
じるまさに第二の人生満喫中でした。処が数
年も過ぎると時代の要求もあってか、この勉強
会も町の「ボランティアガイド」へと方向転換や
むなく、気がつけば我々４期生はわずか２名
になっていました。
以後１６年間、毎年新しく入会される方々の
若さと斬新な思考力、そして激しく移り変わる
社会情勢等々、私はまざまざと自分との落差
の大きさを感じてしまう今日この頃です。まさ
に大いなる「老いるショック」です。
人生の終盤にさしかかった今となっては、こ
の超便利社会をやっかむわけではありません
が、「春は花、夏はほととぎす、秋は月冬雪さ
えて冷しかりけり」日本のこころを詠んだ道元
禅師の歌のように、これからは多くの方々との
出会いを楽しみながらも美しい日本の自然に
立ち帰って、一日一日をこころ豊かに過ごし
ていきたいと思います。

とは言ってもこれからご活躍の皆様！熱中
できる素晴らしいものを持って、心身共にお
洒落して、前に向かってどうぞ第二の人生を
輝いて下さい。

振り返って思う事
4 期 杉本 治子
今思い出してみますと何か新しい事にチャ
レンジしたいと頭によぎった時、文化財養成
講座のことを知りました。今まで積極的に伊丹
市について学んだことはありませんでしたの
で、この機会に受講して一から知ろうと思い参
加しました。講座が進むにつれ、この地の歴
史の深さに感心し、興味をもてるようになりま
した。更にもう少し学ぼうと当会に入会致しま
した。その時の先輩会員の歴史に関する知識
の深さや、何事にも前向きなやる気を見て、
すごいなと感動しまたハードルの高さを感じま
した。
市内の史跡や歴史、特に伊丹市には縄文・
弥生時代からの遺構から各時代の足跡が残り、
学習教材は豊富です。また研究発表されるた
びに、よく勉強されているといつも感動してい
ます。ここでは私は話す側でなくそれを聞き、
教えてもらう側におります。それも大切ですよ
…と自問自答しています。
ずいぶん活動内容も変わってきましたが、
こんなに長く所属できたのは、得意な事と苦
手な事を互いに補い支える人達がいる会だ
からだと感謝しております。今後共よろしくお
願いします。

私の入会時の思い出
６期 池田 利男
私は平成１３年４月に伊丹市文化財ボラン
ティアの会の養成講座を受けて、当会に入会
した 6 期生です。
平成 10 年から、伊丹市の緑化協会によるフ
ラワーリーダーの養成講座、初級 1 年・中級 1
年・上級 1 年の３年間を修了し、第３期として
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みどりの市民会議委員・水とみどりの会の会
員・巨木の会の会員となり、市のみどりのガイ
ドをしていたときに、伊丹には神社・寺院に文
化財が多いことを知り、本格的に文化財の勉
強をしたいと思うようになりました。
平成１３年度の文化財養成講座の募集を
広報で知り、すぐに応募しました。喜びいさん
で入会し、初めての市内研修ガイドが４月２５
日、天日神社へのコースがあり、同行した諸
先輩方の名ガイドに感心しての帰り、小雨が
降ってきたので自転車置き場に急ぎ、自宅に
帰る手前でひっくり返り、左足のくるぶしの左
右共骨折し、救急車にて入院・手術を受け、４
月２５日から７月１５日まで、７５日後にやっと
退院し、リハビリに入りました。
平成１３年７月より旧岡田家酒蔵のガイドが
始まり、退院したばかりでしたが市内外のガイ
ドは歩けないために参加できなかったので、
旧岡田家酒蔵の館内ガイドを一手に引き受け
ました。８月から翌３月まで８か月間に１５０回
位の張り付けガイドをしました。その後、一部
の者のみがガイドをするより全員でやろうとの
事にて、
曜日別の
体制を実
施す る よ
うに変わ
りました。
その後、
当会の詰
め所がないので、教育委員会社会教育課の
小長谷部長（当時は主査、旧岡田家酒蔵は
教育委員会の所轄、現在は文化振興財団の
所轄）のご厚意により、岡田家の表二階を借り
る事を許可してもらい、こたつと布団の用意を
してもらった事に感謝している次第です。その
後、二階の上り下りが女性には無理のため、
階段下の受付台を置く話し合いとなりましたが、
保存協会から設置に対して横やりがありまし
た。再度の話し合いにて万事解決して、やっ

夏休みの「わくわく教室」の思い出

と設置が可能になり現在に至ります。大切に
使いましょう。
私も今年で８４歳、まだ６８歳の若かりし日の
思い出です。

生涯学習のいろはを教わった
６期 亀井 尚
私は平成１１年に池田市から伊丹市に転居、
毎日が日曜日の極楽とんぼの生活に入って
閑を持て余していた。伊丹坂から緑道を何本
かの巨木を眺めながら、猪名野神社の境内に
入り、石灯籠の刻銘を探り、阪急伊丹の駅ビ
ルが散歩の終点で、ロビーのベンチに座って
夕刊紙を読むのをほぼ日課としていた。
平成１２年の１２月頃、窓から見るともなしに
電光掲示板を見ていたら第６回文化財ガイド
養成講座受講者募集のテロップが流れてい
るのが目に入った。これだとの思いから早速
電話で申し込んだ。３月に養成講座が終了、
４月に新会員となった。何しろ何の知識もない
のに、大丈夫かと自問自答しながら反面嬉し
かった。「おっかなびっくり」の心境だった。
５月頃と記憶するが、最初のバス旅行は奈
良の今井町で、この地は会社員で大阪支店
に勤務していたとき、奈良支店の応援に駆り
出され、仕事が終わると直帰 OK だったので２
度訪ねたことがある。だがそのときはただ古い
江戸時代の家屋が現代に残る“町”程度のも
のだったが、会の旅行で系統だった解説でよ
り興味が湧き、浄土真宗の寺を中心に栄えた
寺内町を生涯学習のテーマにと決めた。
その年の１１月頃、会として宝塚の小浜の
寺内町を見学、これで地内町に対する知識
欲が芽生え、近畿地区の主な地内町は漏れ
なく訪ねた。まだ和歌山の御坊、津の一身田
地内町は訪ねていない。老骨に鞭打って訪
ねたいと思っている。
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6 期 酒井 かづえ
かれこれ約１０年前から公民館の学校外活
動の「わくわく教室」に参入して、小学生２０～
３０名を対象に、最初は女子スタッフ１０数名
が「古代食作り」に汗を流しました。真夏のた
め前日に買い物をした材料と洗った米を冷蔵
庫にいれ、翌朝、大釜でツタンカーメンの豆
ごはんと、古代米である黒米ごはんを炊き上
げておにぎりにします。一方豚汁の具材を手
分けしてきざみ大なべで仕込みました。
第１部の「どんぐり座」による紙芝居とペー
プサートを見終わった子供たちが調理室に来
て、「二種類のおにぎりと豚汁」を一緒にいた
だきました。豚汁は子どもたちに人気があり、
「おかわり」をしたのは嬉しかったです
石を３種類のペーパーで磨き、約１時間で
完成した勾玉に紐を通し
ておみやげにしました。こ
の調理室の壁には古代の
食生活のポスターを貼っ
たり、食べられる木の実や
小魚やスルメ、海藻類を
展示して紹介しました。
その後 O-157 が流行してからは古代食作り
は中止になり、第１部の「どんぐり座」と第２部
の勾玉づくりにかわりました。男性スタッフの
応援により、あらかじめ下準備していた石を、
３種類のペーパーで磨き約１時間で完成した
勾玉に紐を通しておみやげにしました。子供
たちにとっては夏休みの宿題になったのは言
うまでもありません。

思 い 出
７期 田畑 久子
私は歴史が好きなものですから、伊丹の歴
史が知りたく会に入れて頂きました。
年に二度のバスツアー、各曜日主催の各地
の散策等、よく知らない所の歴史を知るのが
楽しみでした。殊に印象に残っているのが、

水曜日の保理江さん指導で、高槻とか兵庫の
お寺、大阪中之島周辺めぐりを全員総当たり
で説明に当たった事など、楽しく思い出しま
す。
若い時から史跡めぐりを同好の人達と一緒
にやっていたのですが、亡くなったり、お子さ
んの所に引き取られたりで、最近は博物館の
展示とお話を聞きに行く事で楽しんでいます
ボランティアの会に入れて頂き、充実した豊
かな時を過ごす事が出来ました。お友達にも
恵まれ、皆様のお世話になり有難うございまし
た。退会いたしましてもお話の会には顔を出
すかもしれませんが、よろしくお願い致します

務しての観測に従事し、いくつもの台風観測
も経験でき、富士山レーダーに次ぐレーダー
勤務に誇りも感じていた。
伊丹航空測候所が気象台勤務のスタート
であったが、ここでは戦後民間航空復活の中
での航空気象も面白かった。気象台勤務で
山・海・気象・気候・地震を知った。付随して
大気・環境を知った。家と大学と気象台で３府
県を移動する苦しい日もあったが今となって
は楽しい青春の日々であった。気象・地震・
大気・環境の経験から阪神間の某工業都市
から誘いがあり、公害測定を手がけることにな
った。その某市の今もある測定所の殆んどは
この手で手がけた。
定年退職後好きなことして････と人並みに
思ったこともあるが、行き着くところ仕事の続き、
ある意味楽だし取っ付き易い。そんなことでお
かげで今も多忙、文化財ボラは籍をおいてい
るだけに････これでも気になることはないこと
はない、ＨＰのことだ。見る人が少ないようで
張り合いもないが２０周年を機に多少のリニュ
ウアルをして後はどなたかに････と考える今
日この頃。・････少し長すぎたかな。

2/11 に 思 う こ と あ れ こ れ
7 期 後藤 昌弘
２０周年文集原稿の催促を受けて何日かが
過ぎた。ふと思いだしたのは今日 2/11、昔の
紀元節、今は建国記念の日とか。毎年寒い日
と昔からマークしていた
日、気象庁時代の若い
頃、この日、殆んど毎年
のように金剛山にのぼ
っていた。平地には雪
がなくても金剛山には
雪がある。山登りはよく
したものだが、今その元
気はない。
ある年の冬に四国の剣山で測候所の職員
が勤務中に雪崩れに遭難したことがある。気
象台から捜索救助に派遣された。懸命の捜
索にも見つからず 5 月まで雪の中に埋まって
いた。殉職である。
当時、大阪管区気象台のレーダーは勝山
通の気象台構内にあったのだが更新に当た
って大阪近辺の山３箇所の好条件の山に設
置することになり、信貴山近くの高安山に決
定した。
設置準備計画には４人が関ったが今はそ
の生き残りも２人になった。設置後は山に勤

更年期と文化財
8 期 有本 惠美子
我が家では、早期発見、早期治療と人一倍
健康に気を遣っていたが、突然、頭痛、肩こ
り、不眠、薬による血圧の急な上下と、一時外
出も出来ない状態になった。内科医に見放さ
れ、婦人科では「更年期障害です。」歯医者
では、顎と頭の痛みに抜歯。皮膚科では「帯
状疱疹です。」思えば長い日が経過。このま
までは本来の自分自身ではなくなる、何とか
しなくてはと思うが、閉じこもりの状態が続いた
何年経っただろうか？幸い血圧の乱高下の
回数も減り、少し落ち着きを取り戻してきたと
きに、広報で養成講座の見出しを見て、伊丹
に住みながら歴史・文化を余りよく知らない。
この際、思い切ってチャレンジしようと思い立
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ったが、更年期も終わっていないのに「受講
できるかどうか」尋ねると、「講座を受けておい
て、後は出来るときに出来る事をすればよい
ので」とアドバイスを頂き一歩踏み出すきっか
けになった。
経験、知識、隠れた才能をお持ちの方々に
出逢い、その仲間の一員になれ、知識を得て
少しは活動できたことに感謝し、今後は健康
に留意して一日一日を大切にしたいと思って
います。

岡田家のガイドをして
8 期 岡井 祥子
文化財ボランティアの会に入って、岡田家
住宅のガイドをするようになり、酒蔵の酒造り
に工夫された様子に感心し、興味を持ちまし
た。半地下式の竈の釜屋や洗い場。土間の
天井の豪壮な小
屋組と煙だしを
見て、日本には
明治時代になる
まで煙突の観念
が な く 、 囲炉裏
文化だったことに気付きました。
旅で岡崎の味噌屋の工場見学をしたときに、
半地下式の釜屋がありました。
広島の鞆の浦の酒蔵では、釜屋の天井に
甑（こしき）のふた阿弥陀を高く持ち揚げられ
る装置が残っていました。
伊丹のことはあまり知らず、昭和の終わり
に伊丹に越して来ました。養成講座を受けて
会に入ってから、伊丹のことを知り学び、周辺
の町の歴史も知ることになりました。縁あって
終の棲家として住んでいる伊丹の街に愛着を
覚えるようになりました。

「 皆 是 我 師 」
8 期 永野 昭一
８期生として当会に入会させていただき、
干支は一巡しましたが、この間つくづく感じ入
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るのは、会員の皆様は、それぞれ多方面の分
野で造詣の深い、特異な才能、技能、芸能の
持ち主ばかりであるということです。具体例を
列挙すれば枚挙にいとまがありませんし、個
人名が推測されますので、ここでは記述を省
略しましょう。各人ひとり一人が「皆是我師」で
あり、それぞれの方から学ぶところ非常に大き
く「無芸大食」の私にとっては恥じ入るばかり
です。このように、当会はすばらしくレベルの
高い知的集団ですので、いつも知的満足度
を充分充足させていただいております。
このすばらしい仲間が「伊丹のボランティア
ガイド」という方向にベクトルを合わせ活動す
る当会に、大いに魅力と誇りを感じる次第で
す。

入 会 の 頃
8期 林 亨
退職、さて明日から何をするか！兎も角も
中央公民館のチラシを漁り目を引いたのが「
陶芸教室」と「伊丹市文化財ボランティアの
会」でした。
陶芸教室は誰もが一度は夢見るもの。私の
夢は中国で見た、透けて見える薄い磁器を陶
器で実現しようと言うのです。“思う”は勝手で、
実際は夜店の茶椀より重いものが出来ました
もう一つの「文化財ボランティアの会」は他
のグループと比べて“知的”な匂いがして、遂
に入会してしまいました。入会して池田さん（
当時は“さん”でした）に、伊丹にどんな人物
がいたのですかと。池田さんは『行基菩薩』、『
村重』それに『鬼貫』から勉強してみたらどうか
と。２、３冊の本を読んで纏め、定例会で発表
しました。所詮先人の文献の抄約程度でした
が、伊丹ではこの３人を知れば結構ガイドが
出来る事を知りました。伊丹の歴史は３人によ
って作られたのです。過言では無いでしょう。

伊丹市文化財ボランティアの会
創立 20 周年に想うこと

棟札、昭和時代に使用していた一升瓶や
色々な酒造りの道具
が無造作に置いてあ
り、十年後には築三
百四十年周年記念の
催しがされるときには、
展示される民具にな
ろうかと思いました。
派手な行事のある年、地味な年などいろい
ろありますが、今後とも皆様のお役に立てるよ
う助けてゆきます。これからもどうぞよろしく、
仲良く活動してまいりましょう。

９期 田中 實
火曜会ができたのが、阪神・淡路大震災の
爪痕も色濃く残っていた平成８年４月であり、
先ずはこのような厳しい状況の中でこの会を
立ち上げられた当時のメンバーのご苦労と教
育委員会関係者の方の設立に際してのご尽
力・ご支援に想いを致さずにはおられません
その後、20 年にわたりこの会が継続・発展
できたことは、この間に在席した会員の地道
な努力と相互協力の結果でありご同慶の至り
です。
私が入会した平成１６年は旧岡田家住宅が
できて３３０周年に当り、伊丹市挙げて「清酒
発祥の地・伊丹」を合言葉に、旧岡田家内外
でいろいろなイベントが繰り広げられ、旧岡田
家と鴻池地区のガイドが盛りあがっていたこと
が懐かしく想い出されます。それから１０年後
の平成２６年は NHK 大河ドラマ「軍師 官兵衛
」で有岡城跡とその関連のガイドが活況を呈
したことは記憶に新しいところです。
昨年は時代を遡って伊丹廃寺など「古代遺
跡」への取り組む機運が見られ、今後さらに
関心が高まることを期待しています。
火曜会創立２０周年を機に日々新たな気持
ちで歴史や文化遺産を学び、「ボランティア
ガイド」を通して、市内外の人びとと“❤
がかよう”触れ合いができたらよいと思ってい
ます。

２ つ の 思 い 出
９期 山元 龍治
入会する前に講座があり、その成果を発表
すべく市民案内が実施されるが、私は中野稲
荷の「イヌマキ」を担当することとなった。この
イヌマキは県下随一の巨木で県の天然記念
物に指定されている。元来植物に関心があっ
たのでそれを契機に「伊丹巨木の会」や「巨
樹・巨木林の会」にも参加して、以降定期的
に植物の市民案内をさせて頂いている。
もう一つは有岡城跡の清掃である。８年程
前に萩市を訪れその街にゴミが落ちていない
のに驚いた。「日本一きれいな街」宣言がなさ
れていたのである。定例会で城跡の清掃を提
案して皆さんの賛同を得てスタートした。当初
は弁当の食べ残しやペットボトルや夏には花
火の残骸などが多かったが、石段に人糞があ
ったのには驚いた。近くのマンションから
水をもらって流した。そんな苦労も市民に「ご
苦労さん」とよく声をかけられ励まされた。現
在は多くのボランティアの方々も清掃されて
おりきれいになっているが、まだカリヨンの周
辺にはタバコの吸い殻が多い。
文化財ボランティアの会に参加させて頂き、
多くの知識を得ると同時に多くの友人も得た。
今後の人生の宝物である。

二十周年おめでとうございます
9 期 中村 享子
私がこの会に入会した際、９期生は１２名い
ましたが、現在は３名になりました。
私が入会した年は岡田家の築三百三十年の
記念のお祝い行事が催され、男柱のある酒蔵
の２階も特別に見学できました。足場が悪い
ため、一度に大人数で上がれず、急なはしご
階段も怖かったですが、二階には岡田家の
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佇 ま い
10 期 滝山 昌彦
大学卒業後、伊丹に戻り、社会科教員の道
に進むことになった。実家の２階は頭を打ち
そうなほど低く傾斜した天井、低い虫籠窓か
ら明かりが差し込む、そんな部屋に住んでい
た。その中で、祖父が残していた古い掛軸が、
幕末ごろの大坂の画家たちの作であることに
興味を持ち始め、伊丹の歴史にも関心を持ち
始めていった。そして、定年後は自分の興味
を生かして、地域のお役に立てるような「ボラ
ンティア」活動に参加できればと考えるように
なっていった。そしてこの会に参加し、早や
１０年を数える。
しかし、父が残した不動産管理業の会社を
継ぐこととなり、会の活動に参加できないこと
も多く、みなさんに大変ご迷惑をおかけして
申し訳なく思っています。でも、「旧岡田家・
石橋家」の案内リーフレットを作成することが
できたことに大きな喜びを感じています。今後
も、伊丹を訪れる方々にガイドを通じてかよわ
せるものがあればと思います。

「旧岡田家」のガイド当番
11 期 多田 照雄
平成１８年養成講座を終えた私達９名が１１
期生として入会させて頂き、早や１０年が経っ
た。歳と共に目や耳の機能が衰え、名前や年
号も度忘れすることが段々激しくなる傾向で、
来館者の質問がよく聞き取れないことがある。
私は案内する自分が楽しくないガイドでは、
来館者の方も楽しい筈がないという考えを持
っている。折角の一期一会のチャンスを逃す
のは残念で、ガイドの基本に加えて関連性あ
る話題の伊丹のトピックスやエピソード、郷町
や市の中心街の案内を加えることもよくする。
会長さんの労作の大版の「ガイドツール」を
勉強させていただき、ガイドに利用したいと楽
しみにしている。市外や初めての来館者にも、
我々の「おもてなしの心」が通じれば、お帰り
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の時に「ありがとう」「来てよかった」等の言葉
のご褒美が頂けるし、荷物にならない伊丹の
良い土産話を持ち帰っていただけると信じて
います。

回

想

11 期 坪倉 聖博
月日の経つのは早いもので「伊丹市文化財
ボランティアの会」に入会して、はや１０数年
が経ちました。入会のきっかけは、会社勤めも
定年で終わり毎日時間が有り余り「何か、やろ
うかな…」と思っていた頃「ボランティアガイド
養成講座」の案内を見て受講・入会し現在に
至っています。
その間グループ幹事を任された時もあり、市
民ガイド・バス旅行・ボランティア祭り等々のお
手伝いをし、人と接する、まとめることの難しさ、
大切さを勉強する良い機会でもありました。一
緒に講座を受講した人は約１０名、入会した
仲間が９名と多かったので心強くまとまりもあり
ました。そして会とは別に勉強を兼ね同期で、
吉備路を自転車で走った事や、備中高松城、
吹屋の里、鬼ノ城等々歴史ある所へ旅行した
のも良き想い出の一つです。
伊丹に根を下ろして５０数年、その間は会社
オンリーの生活をしていたので、市の歴史や
住んでいる地域の事など興味も無く、会に
入り多くの人と出会い歴史を学ぶ事ができま
した。数年前に健康を害し表立っての活動は
できませんが、「一期一会」を大切にガイドが
できる様、元気でもう少し頑張りたく思います

文化財ボランティアに入会して１０年
11 期 中山 千恵子
一、多くの尊敬する人に出逢えた事
一、心温かき友人に出逢えた事
一、知る楽しみに出会えた事
一、伊丹がより好きになった事
一、歴史あるいろいろな町に行けた事
有難く感謝をしております。

今も思い出に残る旅
11 期 濱田 辰洋
近江聖人「中江藤樹」を研究発表し、現
地見学を実施した。藤樹記念館・書院跡・
壬林寺（墓）
・神社と付近は藤樹を偲ぶ史跡
が多く、書院前に
は由来となった藤
が３５０年の風雪
に耐え、今も生き
続けている。２２
歳のとき、
「四書大
全」
（論語）
「孟子」
「大学」
「中庸」を
求め勉強のムシとなる。大洲藩士であった
その後、脱藩し帰郷する。陽明学に全力を
そそぎ理想と現実の一致をめざした。
今も掛け軸に残る「知・良・致」とは、
「良知に到る」と読む。人の心にある欲望
を取り除くことによって、聖人の境地に達
するという意味だろう。
「何事も打ち笑いつ
つ過ぎぬべし 花ちりぬれば実を結びけ
り」と、たんたんと心を和歌に託した。慶
安元年（１６４８年）８月、病気で４０歳
不帰の客となった。
琵琶湖は歴史の宝庫であり、びわこ八景
を想像しながら、琵琶湖一周を実施。びわ
こ八景（昭和２５年に国定公園に指定）
① 夕日は瀬田の石山の清流
② 煙雨は比叡の樹林
③ 涼風は雄松崎の白汀
④ 暁霧は海津大崎の岩礁
⑤ 新雪は賤ヶ岳の大観
⑥ 月明は彦根の古城
⑦ 春色は安土八幡の水郷
⑧ 深緑は竹生島の沈影
八景と言うすばらしい所でした。歴史と文
化を学び、人々の交流があり人生が幸福な
とき、すべてが記憶に残った旅でした。そ
れも現地でのガイドの方の上手な説明。短
時間ながら、その場をよく理解されて私た
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ちに語っておられること、有意義な旅でし
た。ガイドの方に感謝です。
１５周年記念に、玉造温泉一泊旅行、
「月
山富田城跡」世界遺産「石見銀山」等を見
学しました。

二 十 周 年 に よ せ て
11 期 細川 勝海
２年前、副会長を下ろさせて頂いたにも拘
らず、どんぐり座の柴田座長に２年掛りで口説
かれ、逆に座長を引き受けてしまい、後悔し
ております。１１期生として入会し丁度１０年、
当時３５名だったところへ、１０名もの新入会
員で一気に増員されました。それだけに１１期
の結束は固く、会の行事とは別に１１期の行
動は目に見張るものがあり、皆さんから羨まれ
たものでした。２名は早期に退会したものの、
一人は三田で観光ガイドをしている方で、皆
で押しかけ一日存分に案内して頂きました。
当会の会員数はその後も当分増え続け、
７０名に達する直前で退会者が続出、現在は
５０数名に落ち込んでおります。１１期も５名に
減り、市内文化財の探索や県外への旅行等、
かっての勢いは完全に消滅しました。
いつも率先して行動するリーダー格の濱田
さん、嫁に聞いてからが口癖の学者風中川さ
ん、皆の意向を手際よく処理してくれる坪倉さ
ん、麦わら音頭が得意な田原さん、細い体な
がら体力抜群の安永さん、気品溢れた１１期
のマドンナ末松さん、私に任せて女番長中山
さん、それ等の仲間の行動を見つめ、優しく
支えてくれる多田さん等、１０年ひと昔を思い
起こすと本当に懐かしく感じられます。

歴 史 を 学 ん で
13 期 川上 充
私が他市から伊丹市内に転居してきたのが
昭和４３年である。私が伊丹の歴史に触れた
のはそれから２年たったころだろうか。市教育
委員会が募集した市民大学を受講したなか

で史跡巡りがあった。朱色に塗られた伊丹廃
寺の北門、当時国の史跡に指定されて間が
なく、史跡公園として公開されていたようであ
る。墨染寺の境内にあった鬼貫の親子墓、女
郎塚等は４０数年経った今でも鮮明に覚えて
いる。有岡城跡は当時の記憶では姫ボタル
の大量発生で新聞紙上を賑わしていた。今は
昔の面影はない。
平成２０年に文化財ボランティアの会に入
会して今年で８年目に入る。伊丹市の歴史を
巡りながら今日に至りましたが、自分の住んで
いる地域に重要な文化財が有ることを忘れて
はいません。これからも埋もれた歴史を教え
て頂きましょう。

祥の地」として、遠い奥能登にまでも知られて
いたと思うと、誇らしく思える。
旧岡田家での来館者への説明に、「奥能登
にも伊丹酒の伝統を受け継ぐ蔵があるのです
よ」と紹介すれば、奥深い味わいのあるガイド
になるのではないだろうか。

入 会 し た こ ろ
13 期 松木 直志
私たちが入会した１３期は１０数名が講習を
受け、１０名近くが入会しましたが、いまでは４
名になってしまいました。当時は年寄りの活
動が活発で同時に始めたシニアの水泳教室
も補欠の抽選まであったほどです。当時より
年寄りの数は増えていると思えるのに、どうし
てでしょうか。
この会に入って伊丹を知るところも多いの
ですが、もとはといえば中学生のときの大先
輩の史談会のメンバーがクラブ活動に来てく
ださり、市内を案内していただいたのが始まり
でした。当会もそろそろ独自の会員募集、ガ
イド養成を考える時期にきたのかもしれませ
ん。

伊丹酒の伝統をつなぐ酒蔵
13 期 末次 弘幸
金沢旅行の際に、奥深いうまさを感じる酒
に偶然出会った。その酒の名は「宗玄しぼり
たて生原酒」。醸造元は石川県珠洲市の「宗
玄酒造株式会社」である。
どんな酒蔵なのか知りたくなり、ホームペー
ジにアクセスした。伊丹と深い縁のある酒蔵で
あることが分かり、宗玄酒造に親近感を覚える
と同時に、その酒を飲み潰れるまで飲んで、
応援したくなった。
「宗玄酒造は、１７６８年七尾城主・畠山義春
をルーツとする、初代・宗玄忠五郎が創業し
た２５０年の歴史を持つ奥能登最古の酒蔵で
ある。創業者の子孫（４代目・宗玄忠五郎）が
清酒発祥の地・伊丹の酒蔵で修業し、秘伝を
習得したと伝えられている」。
伊丹の酒蔵とはどこか。
「伊丹の酒造
家（松緑）・松屋
与兵衛の蔵」と
ある。現在の「旧
岡田家」である。
伊丹は江戸時
代か ら 「 清酒発

伊丹市立博物館に何故行基座像が
あるのか？
14 期 足立 茂夫
現在、博物館に行基座像があっても至極不
思議ではないが、
私が行基会に入会
していた時、例会
でリーダーの坂根
さんから話があっ
た。坂根さんが狭
山池博物館（同じ
座像がある）に行っ
た時、館の人から、
「伊丹の博物館に
何故行基像があるのか？」と尋ねられたが、
坂根さんは返答が出来なかったとの事。
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それを聞いて私は調べました。役所出身の
森本啓一さん、博物館長、会員の古い方、図
書館に聞き取り調査をしましたが、知らないと
の事。万事休すと思った時、私の頭の中でひ
らめきがあり、次の日、ある所に行って調べた
ら手掛かりがありました。「やった！分かっ
た！」、で行基会の例会で報告しました。坂根
さんには喜んでいただきました。
歴史は時間が経つと忘れられていきます。
私たちが知っている歴史はほんの一部でしか
ないでしょう。森本先生曰く、「歴史を掘り起こ
してみると面白いですよ。」と教えて下さいま
した。知らない、分からないことがわかった時、
自分に彷彿と感激が残ります

健康と生きがいを求めて
14 期 富永 佳代
会に入って今考えるのは、自分の意識や
生活が以前とすごく変わったこと。驚いて
いると言っても大げさでない。私には文化
財なるもの、
対象とするものは範囲が広い。
若い時から日本史は嫌いな方の科目で、元
来無精者で、美術関係も自ら学ぶ気はなか
った。土いじりの陶磁器づくりにも興味が
なかった。仏像にも。
（ただ建築だけは好き
だったのは家庭環境の影響？）なので知り
たい事がいっぱい
この夏兵庫陶芸美術館に１０年ぶりに行
ったら、展示品を見るのが楽しくて時間が
足りない。毎日の新聞やテレビで、文化財
に関する記事をチェックするのも大事な日
課です。
会員の方々の博識に感心し、刺激されて
遅ればせながら多様な文化財を知ったり、
その背景の歴史を知って、折角巡り合った
「変わった自分」の生活を続けたい。健康
とも折り合いをつけてと思っていますので、
皆様これからもよろしくお願いします。

30

自分に問うてみる
14 期 中尾 由紀子
入会して早いものでもう７年。
「火曜会通
信」２０周年記念号の編集にあたり、創刊
号から第６８号までに目を通すと会の活動
の変遷がわかるとともに、会員の人たちの
努力と２０年の歴史の重みを感じます。特
に結成当初、分科会グループでの研究や発
表、屋外研修などに積極的に取り組まれ、
その活動が「楽しかった」と耳にしたこと
があります。
ある号の、社協だよりから引用された文
章に、
「ボランティア活動」とは、〇自らす
すんでやる気のあること 〇自分たちの住
んでいる地域をより良くすること 〇報酬
を期待しないこと 〇自分のライフスタイ
ルの一部にすることまた、ある号の《活動
は楽しくなければ、火曜会活動ではない》
の文に、その通りだと強く自分の心に留め
ました。
会員同志が心からふれあい、楽しみなが
ら研修し合いたい。
いろいろな経験を積み、
やりがいのある活動にすることを肝に銘じ
ながら、
もう少し続けようと思っています。

「 里 帰 り 桜 」
15 期 阿部 恵美子
四季折々の移ろいを楽しませてくれる瑞ヶ
池公園。そこには約 600 本の桜が植えられて
いる。春には多くの人
が集い一時の饗宴の
場となる。その一角に
小振りながら凛として
佇んでいる一本の桜
の木がある。ワシント
ンから送られてきた
「里帰り桜」と呼ばれるこの桜、私が初めて説
明員として務めた課題の桜です。花の魅せる
美・儚さに添える言葉に多くの語りはいらなく
て良いと思いつつ、その根源を探り辿り着い

たのは、桜を愛する人々の輪が国境を越え、
世代を超えて引き継がれてきた魂の歴史でし
た。その過程の一点に「里帰り桜」がこの地に
在るということに感興をもよおす体験でした。
「文化財ボランティアの会」発足２０周年を
迎えられました今、これまでの諸先輩方のご
功労に想いを重ね合わせ感謝の念を覚えま
す。記念特集号発刊に当たり改めてお祝い
申し上げます。
15 期 内田 襄
第２１回文化財ボランティア養成講座のオリ
エンテーションに参加して、６年前の同じ日に、
この場所に居たことが懐かしく思い出されまし
た。
伊丹に縁のなかった私は、伊丹のことを知
る良い機会と軽い気持ちで参加しました。ボ
ランティアの会に入ってからも、皆さんの知識
が豊富なこと、話し方の上手なことに、圧倒さ
れています。出来るだけ市内を自分の足で歩
いてみること、伊丹と近隣の町に出かけてみ
ること、そして、伊丹のことが記されている本を
読むことを心がけていますが、話は上手にな
りません。でも、市外から来られたお客さんを
案内して喜んでいただくとほっとします。「しゃ
べりすぎないで、出来るだけ、わかりやすく、
やさしく、ていねいに」をモットーに活動した
いと思います。

伊丹市文化財ボランティアの会
次 の 10 年 に 向 け て 考 え る
15 期 竹中 稔
今年は伊丹市文化財ボランティアの会が設
立されて２０年という節目の年となりました。私
事で恐縮ですが、茨城県南部で生まれ、東
北地方の大学を経て、流れ流れて仕事の関
係で関西に移住。そして結婚して伊丹市行基
町に新居を構えて以来、現在は安堂寺町に
住まい、伊丹在住２５年以上になります。
仕事の勤務地は大阪市東区（現中央区）で
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ありましたので、伊丹から大阪へ通勤するだ
けの毎日でありました。会社を退職後、自分
が永い間住人でいた伊丹地方の成り立ちや
文化、歴史を全く知らないことから、伊丹市教
育委員会主催のボランティアガイド養成講座
を受講させていただき、伊丹地方の歴史、文
化に触れ、伊丹市文化財ボランティアの会に
入会させてもらいました。毎月開催されている
定例会に参加し、本会は多種多様な活動をし
ていることに感銘して今日に至っております。
本会は主催事業として、市内に散在する文
化財の清掃活動、火曜会通信、ガイドブック
などの発行による啓蒙活動、旧岡田家貼付け
ガイドや教育委員会などと提携した対外的要
請に基づくボランティア観光ガイドで、伊丹市
の文化財の紹介などのガイド活動、会員の研
修のためのバス研修旅行など幅広く展開して
います。市役所などと提携した支援事業とし
ては、ボランティア養成講座、スカイパーク歴
史ロマン体験学習、秋の文化財ロマン事業、Ｊ
Ｒや阪急などとの観光あるきにも積極的な参
加なども実施しており、さらに分科会活動も幅
広く行っております。このような立体的な活動
体制を構築された一回生からの諸先輩の
方々の努力はすばらしいものであると、高く評
価されてもよいと思います。
さて２０周年にあたり、現在までの本会の諸
活動をより発展させていくべきか？本会員の
高齢化も進むなか、本会の新しい活動方式の
検討も極めて重要であると考えます。伊丹市
は兵庫県の中にあって歴史的にも文化的に
も猪名川流域の中心地として古代から現代に
まで発展し続けてきて、本会の使命は今後
益々重大になると思います。今まで立ち上げ
から現在まで頑張ってこられた諸先輩に敬意
を重ねて表するとともに、次の１０年（３０周年）
に向けて、本会はどういう姿が好ましいか、全
員で考える絶好の機会と捉え、減少しつつあ
る会員の増強策も含め、和気あいあいとした
祝賀の今年に考えてみたいものです。

16 期 浮田 輝代
転勤族の娘に生まれたため、福岡・東京・
大阪と暮らし、結婚してから尼崎で一番長い
時をすごしている。「知れば知るほど尼が好
き」のキャッチフレーズで尼崎市制１００年の
年だが、ここ４年間は伊丹にはまっている。伊
丹市文化財ボランティアの会に入り本当にう
れしい限りです。城下町・村重・酒の町と伊丹
の豊かな風土が私を惹きつける。２０周年に
めぐり合う幸運にも感謝している。
元々歴史は好きだったが、いろんな趣味も
好きな分野は３０年は続く人間なので、これか
ら先の１０年は健康に恵まれたら続くかしら？
生涯青春でいたいと願望している。浄瑠璃や
三味線の音色、又お能の静々した摺り足、
笛・太鼓・鼓などのお囃子、あいだに入る狂
言のおもしろさ、茶道の茶釜のしんしん沸く音、
柄杓から湯を汲み少しもどす音など、いつま
でもその場にいたいひとときのやすらぎ、そん
な風景の浮かぶ伊丹のまち、心から愛するま
ち、文化財ボランティアの会の発展を願い乾
杯！
16 期 瀧内 和之
生涯学習ボランティアの位置づけで、「文
化財ボランティアの会」が設立され２０年、感
慨無量です。私が教育委員会で、生涯学習・
社会教育担当の時、伊丹市には縄文弥生時
代から、各時代を象徴する多くの指定文化財
がある。ガイドして欲しいが、説明できる人が
文化財保存協会の特定の人しかいない。ちょ
うど、兵庫県において全国生涯学習展が実施
され、伊丹市としては公民館等で行われてい
る学習活動を市民に還元する手段として「生
涯学習ボランティア」を問題提起し、ボランテ
ィア祭りを実施するようになりました。
神戸市や姫路市においては、観光政策とし
てボランティアによるガイドが行われていたた
め、伊丹市としても文化財ボランティア養成講
座を実施して、その修了者の希望者で文化

財ボランティアの会が組織され、市民をはじ
め希望される観光客に対してガイドをするよう
になりました。特に兵庫県においては観光が
大きな柱となり、ツーリズム協会が組織され、
姫路市・神戸市等の他に県内各市町におい
て、観光ガイドが組織され、活発に町をガイド
するようになりました。
特に、阪神・淡路大震災の為、大きく破損し
た「旧岡田家住宅」の全面解体補修が国の震
災復興事業として、平成７年から１０年の４か
年かけ行われ、発掘調査も行われ、延宝２年
（１６７４年）松屋与兵衛により建設された町
屋・酒蔵であることが確認されました。さらに
「旧石橋家住宅」も移設され、「柿衛文庫」「美
術館」「工芸センター」と合わせ、「みやのまえ
文化の郷」として、伊丹の歴史・文化の発信場
所として整備されました。
文化財ボランティアの会は拠点をこの岡田
家におき、ここを訪れる市民・観光客に対して
説明するようになりました。そして、文化財ボラ
ンティアの会は伊丹市を訪れる観光客や市民
に、伊丹をガイドする唯一の組織として認知さ
れていきました。特に、３年前の NHK 大河ドラ
マ「軍師官兵衛」では、官兵衛が幽閉された
有岡城・城主荒木村重についてのガイドが入
り、伊丹市の中心市街地の活性化にも大きな
役割を果たしています。
これからも３０年、４０年とこの会が継続する
ことを祈念しております。その為には会の皆さ
んが、さらなる生涯学習として伊丹の歴史・文
化の知識を深められ、「わが町伊丹」をガイド
し、愛して頂きたいと存じます。

旧岡田家住宅ガイドデビューの日
16 期 丹野 順子
当日の午前中に頼りにしていた一期生の
方より、定例会を体調不良で欠席し、今日当
番なのをさっき知ったが、まだ体調が悪く今日
は無理との連絡をもらいビックリ。もう一人同
期の人と一緒とはいえ不安は募るばかり。岡
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田家へ行き保存協会の前任のＴさんに訳を
言って、「よろしくお願いします」と頼む。そん
な状況の時に急に団体さんが来館され、ガイ
ドを頼まれる。ビデオの後、「今日がガイドデ
ビューです」と白状して少しはお答えするが、
対応しきれずＴさんに助けていただく。
この情けない経験が、もっと自分で勉強しな
いといけないのだと気付かせてくれ、まずは
会発行の『来て見て知って歴史と文化 伊丹
を歩こう』を読み、できるだけ色々な講座にも
出席して情報を得ることを心がけた。その後
の岡田家当番で別の一期生の方と同じ時が
多く、不明だった事を数多く教えていただい
た。また、１年後ぐらいに別の曜日班が、ガイ
ド研修を始められたのに入れていただき、実
際に現地で、自分の資料と他の人のものとの
違いや、ガイド説明のやり方など多くのことを
教えていただき、すごく勉強になった。
たくさんの皆様、有難うございました。

と、重い腰をあげる。
神社に到着し、ガイドブックに従って確認し
ていく。ガイドブックには鳥居の塀側に道標が
あると書いてある。すぐに見つかると思いきや、
道標が見つからない。塀側は草ぼうぼうで、
道標は草に埋もれていることを発見。「ぶっつ
け本番だったらきっと冷汗もんだったな」と、
思わずつぶやく。境内には、樹齢数百年の
樹木や歌碑が立っている。国道１７１号線に
面しているとも思えない静かなたたずまいの
神社だった。
下見をしたことで、ガイドブックの文章と現場
の状況がマッチし、自分の言葉でガイド内容
を組み立てることができた。「下見の大切さ」を
教えてもらった新米ガイドのはじめの一歩体
験でした。

10 年 後 に は 30 周 年
16 期 松田 孝雄
私が養成講座を受けたのが平成２３年、前
年に退職して毎日が日曜日の日々を過ごし
ているときです。市広報に養成講座の募集が
載っていたのをみて、“行ってみよか”と思い
立ったのがきっかけでした。
講座が終わっていよいよ実地ガイドの準備、
ガイドの分担を決めてリハーサルの日を待つ
段階で東日本大震災が発生しました。地震大
津波に続く福島原発事故で、原子炉への注
水、どこそこの浄水場で放射能が検出された
とか、世の中が騒然としていた中、リハーサル
を経て本番の市民ガイドを実施しました。今か
ら思えば、世間のあの状態でよくやったことと
思います。
あれから５年、この間阪急・阪神観光あるき
の応援、一昨年の官兵衛ブームの多忙時期
等がありました。この５年間をとっても会の高
齢化、新規入会員および会員数の減少など
の問題が出てきました。
しかし限られた人数の範囲内でできること
を模索して、“継続は力なり”をモットーに、頑

新米ガイドは下見が肝心と知る！
16 期 藤原 眞佐美
養成講座を終え、４月より伊丹市文化財ボ
ランティアに入会するが、翌月にいきなり市民
ガイドの担当が割り当てられる。私の担当は
東天神社。「東天神社？それ、どこにある
の？」たしか１７１号線沿いで神社の看板を見
た気がする。さて、この神社の読み方は？「ひ
がしてんじんしゃ？とうてんじんじゃ？」漢字
は簡単だが、
ど こ で 区切る
の か も わか ら
ない。不安が
募るばかり。と
りあえず当会
発行の ガ イ ド
ブックやネットを検索し、そこに出ている文書
を必死で読んでみる。いかんせん、一度も行
ったことがない場所なので、説明文がむなしく
上滑りする。やはりこれは下見に行くしかない
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張ることなく楽しく会の活動を続けましょう。そ
して１０年後には３０周年を迎えましょう。

「歴女になれるかも」
17 期 古結 秀代
思い起こせば、歴女・山ガールなどの言葉
が流行っていたころです。自称、歴史好きな
私は歴女になれるかもと気軽な気持ちで「文
化財ボランティア養成講座」に申し込みまし
た。
まずはこの会に入会し、よき先輩方・よき友
人たちに出会えたことに感謝します。そして身
の丈に合ったボランティア活動が出来ればと
思っています。
ボランティア活動も様々ありますが、そのな
かでもボランティアガイドはいつもＬＩＶＥです。
豊富な経験や知識があってこそ、いろいろな
ことに対応できる生（なま）ものです。私はまだ
まだ一人前にはほど遠く、難しい質問などに
はあたふたし、反省することばかりです。でも
歳を重ねると反省したこともすぐ忘れます。
「できることからやる」をモットーに笑顔と対話
を大切にし、楽しい時間を過ごしてもらい、そ
して「わがまち伊丹」を多くの人達に知っても
らえればと思っています。

２０周年に寄せて
17 期 半澤 恵子
「文化財ボランティア講座募集」の記事を広
報伊丹でみつけ、歴史好きの私はすぐ申し込
んだのが、４年前のことです。最終日、「文化
財ボランティアの会に入りませんか」と言われ、
二つ返事で入会を決めました。でも、実際に
何をするかはよくわからないまま‥。
この会の皆さんは、実に奥が深い。伊丹にと
どまらず、広く歴史を学ばれている。その研究
方法も様々で、知識や研究の機会など、たく
さんのことを教えて頂いた。
伊丹に生まれて早６０年近く、ずっとこの町
に住み続けていながら、この会で目を開かさ
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れたことは数知れず。教えて頂い方々の歴史
の見方、ひいては生き方そのものも学ばせて
もらっているような気がします
あっ！ボランティアですから、せっかくのこ
の活動から、市民の皆さんに還元できるもの
をしていかなければなりません。と思いながら
も、吸収することがまだまだあってその楽しみ
で、今はいっぱいです。
２０周年の長きにわたり先輩方たちが築かれ
てきたものを吸収し、これから入ってくる方々
とも協力して、会の発展に力を入れたいと思
っております。今後も、よろしくお願いいたしま
す。

伊丹の川と橋
18 期 佐野 弘
ウォーキングを兼ねて、川と橋の名前由来
に興味がわき、つぎの川の橋名記録を終えた
金岡川 橋名板の始まりは「千僧中橋」で、
「筋違橋」で昆陽川と合流し、「金岡排水路
（昭和３６年３月）の表示であるが「矢倉塚橋」
を経て
「平塚下
橋」に至
る。伊丹
市域には
２４橋ある。
尼崎市域
に入ると
「東富松川」「床下川」と名前を変えて神崎川
に至る。橋名では「南塚橋」「矢倉塚橋」「平塚
橋」等の名前由来を調べてみたい。
駄六川 橋名板の始まりは伊丹廃寺の南の
「緑橋」から始まり、加茂川と合流し、北村・北
河原を経て「駄六大橋」下流で猪名川に至る。
橋名ありは１４橋。無名橋は、「緑橋」から上流
「瑞ヶ橋（瑞ヶ池余水吐）」までは個人邸・暗渠
で多数ある。橋名では「西殿開地橋」「谷口
橋」「政木橋」「北浦橋」「伏見橋」等の名前由
来を調べてみたい。

天神川 橋名板の始まりは「北の池橋」で、
「御坊橋」下流で天王寺川へ合流し、「天神川
橋」では天王寺川となる。橋名では「北辰橋」
「速仙橋」「御坊橋」の名前由来を調べてみた
い。
これからもウォーキングで他の市内の川・橋
（入口・出口を確かめつつ）を調べ、年内には
完歩したい。

18 期 須佐美 米子
文化財ボランティアに入会して３年が経ち
ました。初めは何をするのか分からずとても不
安でした。ボランティアガイドに参加すると旗
を持ち一緒に歩くというだけでしたが、建物を
見ながらガイド説明を聞かせてもらうのはとて
も新鮮で勉強になりました。
伊丹市内にたくさんの文化財があることも知
りました。伊丹廃寺が法隆寺と同じような建物
が建っていたと想像するだけでワクワクします。
先日、小学校３年生の孫から百人一首のなか
に「いなの笹原」の歌があると聞き、自分の住
んでいる場所が歌に詠まれていたと思うと、な
んだかと
ても嬉し
くなりまし
た。
これか
らも、もっ
といろい
ろなことを知る喜びを感じていきたいと思って
います。

魅力いっぱいの伊丹
18 期 竹本 章
１８期生の私が入会させて頂いたのは大河
ドラマ「軍師官兵衛」が放送される前年でした。
ガイドとして市内外からのお客様を案内する
際に伊丹への関心の高まりを感じ、また、講
座やバス旅行を通してまるでドラマと連動する
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ような盛り上がりを体験しました。
ドラマで有岡城の戦いが放送される頃ゴー
ルデンウィーク前後に重なりましたので、たく
さんの観光客で有岡城跡の周辺が溢れた際
には、その中に自分もガイドとして参加出来て
いる喜びを感じることが出来ました。また、会
の先輩方から伊丹の様々な歴史を教えて頂
き、伊丹廃寺を通じて奈良時代、伊丹酒を通
じて江戸時代にも関心を持つようになりました。
伊丹には多くの魅力があると日々実感してい
ます。
伊丹市文化財ボランティアの会を通して伊
丹の歴史を学び、そして次の世代へと繋いで
いく。微力ではありますが、そんな役割の一
端を担っていけたらと思っています。

印

象

18 期 山岸 一人
入会から今日に至るまでの印象を描くとい
うテーマでもって書く訳ですが、メインテーマ
のお客様への文化財ボランティアガイド以外
は、あまり心に残る場面が想い出せません。
逆に僅か３年間の在籍ですが、不思議に思
った事柄ばかりです。未だもって分からない
のですが、肝心のガイドに参加して下さる方
は毎回決まった４人程で、聞けば多忙な方ば
かりでガイドなどに費やす時間がないご様子
です。また私の所属する班の人達は、文化財
等に対して私の１０倍もの知識をお持ちなの
に、よくもまあ私などに大切な我が町伊丹の
ガイドを任せられるなと毎回疑問に感じました。
心配じゃなかったのですかね。それともう一丁、
月例会にナシノツブテで欠席を決め込む大
人が多いこと。お忙しいのでしょうね。
終いに一つ、夢見る頃を過ぎない子供達の
スカイパークでの工作応援は楽しかったで
す。

19 期 足立 繁
私は生まれてから７０年近く、ずっと伊丹に
住んでおり、勤務先も市内でした。職場から
全く離れ、時間的余裕ができましたので、当
会でお世話になることにしました。サラリーマ
ンでいた頃は、伊丹の歴史に興味はあったも
のの、深く学ぶ機会も意欲もありませんでした
ので、
知らなかった珍しいことを教えて頂けることに
感謝しております。しかし、不勉強のなせるこ
ととはいえ、無知の範疇のことを「ガイド」する
ことにかなりの抵抗を感じております。
２０年という諸先輩の跡を学びながら「伊丹」
をガイドできるように努力したいと考えておりま
す。

養成講座を受講しました。
養成講座の最後のガイド実践の時は、自
分の担当のポイントの説明の文面を読むのに、
普段読みなれない漢字を読むのに苦戦した
のを、今でも鮮明に覚えています。
学生時代からもともと歴史が得意な方では
なく、まだまだ資料頼りで空でガイド出来る程
の知識が身についていないので、諸先輩方
を見習って、もっともっと勉強しないといけな
いなあと感じています。
ＰＴＡ活動や仕事と重なって定例会に参加
出来ない事も多かったので、出来る限り調整
して参加し、諸先輩方とコミュニケーションを
はかりながら、これからも頑張っていきたいと
思いますので、どうぞ宜しくお願いします。

わ が ま ち 伊 丹
19 期 石田 眞弓
みなさん気づいていないようだけど伊丹市
って本当はものすごく古い歴史のある街なん
だよ。昨夏阪神間にお住まいの方に言われ
た言葉が胸に響いています。
私の住む有岡地区にも城跡あり古墳あり駅
あり川ありと、昔から人々が暮らしてきた生活
が息づいていて、今でもマンションを建てると
きの発掘調査でその名残が出てきたりします
これからも自分の住む伊丹市の歴史を学
んで行きたいです。できればたくさんの人と一
緒にいろんなイベントをしながら楽しく学んで
行きたいです。

19 期 北 由夏
私自身ＰＴＡ活動や地域活動をする中で、
住んでいる有岡地区には有岡城をはじめ歴
史深い文化財も多く、歴史にちなんだ行事を
するようになりました。その行事で文化財の説
明をする際に、文化財ボランティアの方々に
来ていただいていましたが、自分自身が説明
出来るようになれたらと思ったのがきっかけで、
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19 期 山田 稔
２０年と言っても、その１割の２年しか当会に
在籍していない私としては、想像出来ない長
い時間です。
まったく馴染みのない土地へ転居してきてと
もかく町を知らなきゃ、知合いを作らなきゃと
飛び込んだ世界ですが、2 年もすれば昔から
の住人のような顔をしてガイドをやって居ま
す。
よそ者、とくに整然と区画整理された新興住
宅地に長年住み慣れた者から見た伊丹は、
まったく異質の空間でした。道が狭く一方通
行ばかり。無計画に建築されたミニ開発住宅
など。それでも地図を片手に迷いながら、史
跡めぐりの下見を続けている内に、だんだん
と違和感が薄れ、この街に親しみさえ沸いて
きました。
住め ば都、 あ と
何年生きて居られ
るか 分か りませ ん
が、体力の続く限り
街を歩き続けようと
思っています。

🚌

思い出のバス旅行 🚌

平成 20 年 11 月 11 日

加古川市
鶴林寺境内にて

平成 24 年 5 月 15 日

奈良県五條市
旧五條代官所長屋門前

平成 25 年 11 月 19 日
姫路市
平成の大修理 シートで
囲われた姫路城を背景に
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歴史ロマンのただよえるまち伊丹

1. 水とみどりの道つづく
昔をしのぶ 昆陽の池
時代のなごり 夢さそう
行基をしたう 里の人
いま 歴史ロマンの
ただよえるまち 伊丹

編集後記
が咲い

作 詞

I.C.V.S.

作 曲 粟田口 鈴

２. 見上げるような 惣構え ３. 香る杉桶 広々と
昔の夢や 有岡城
白壁つづく 蔵格子
城跡のみの 野面積
蔵人唄の ひびきさえ
村重しのぶ ものがなし
鬼貫句碑に なごりあり
いま 歴史ロマンの
いま 歴史ロマンの
ただよえるまち 伊丹
ただよえるまち 伊丹

編集後記
２月に入って確定申告を提出後、２０周年特集号の編集にとりかかり、桜の散る頃にようやく
通しの原稿が出来あがる。あと校正、チェックを経て４月末には印刷、これでやれやれ。まあ
１０年に 1 度のこと、次回３０周年にはどなたかがやられることでしょう。
（T M）
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