第７０号
発行日 ：平成２８年 ８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

伊丹文化財ボランティアの会 結成 20 周年記念事業
平成２８年４月より、伊丹文化財ボランティアの会結成２１年目が始まりました。
そこで５月初旬（連休期間）に、ことば蔵を会場に記念事業を実施しました。

【パネル展示】

【記念講演】

平成 28 年 5 月４日(祝)から 5 月 8 日(日）
まで、ことば蔵ギャラリーでパネル展を開催
しました。会の趣旨、これまでの活動、主な
ガイドコースなど、写真を交えながら展示し

最終日の５月８日(日)には、大阪府立近つ
飛鳥博物館の森本徹先生を講師としてお招き
し記念講演会を開催しました。
演題は「古墳時代の伊丹とヤマト王権」で

ました。また、会場の一画には「どんぐり
座」の新作紙芝居を展示しました。
ギャラリーは、図書館へ出入りする人たち
の通路に位置するため、通りがかりに足を止
めて展示を眺めるひとも多く、会の活動への
熱心な質問もあり、延べ 673 名の来場者を数
えました。

した。古墳時代の考察に始まり、古墳の様相
やヤマト王権の影響などを説明され、最後に
ヤマト王権における伊丹地域の関わりについ
て言及されました。

講演会場

また、今後の調査研究には古墳や遺跡をし
っかりと保全することが大切だと述べられ、
私達文化財ボランティア活動の重要性を示唆
されました。当日の聴講者は 61 名でした。
(金川 記)

展示会場

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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「武庫川から取水する昆陽井が完成したの
で、昆陽下池は田畑に変えることができたの
だろう」
（松田氏解説）とのこと。勢いよく流
れる水は江戸時代、この水路を開いた人々の
思いがこもっているようだ。
このウォークの企画立案を担当された松田
氏が、今回見ることができなかった武庫川付
近の水路の写真も見せて下さり、ますます興
味が湧いてきた。
（秋に武庫川の取水口あたり

昆陽井 池尻を訪ねて
市内文化財めぐり歴史ウォーク
５月２１日（土）総勢２６名が池尻バス停
に集合した時、見上げると夏を思わせる青い
空だった。
「今日は暑くなりそう」という心配
も「水辺をたどるコースなので、涼しい風も
吹くだろう」との声に勇気づけられて、一行
は出発した。
ところが、興味深い史跡や現役施設の数々
に、気温以上に参加者興奮が高まった。
地域開発の尽力者１６名を記念した「十六
名公園」や、昆陽下池開発以来、水の神を祀
った「春日神社」
、人々の願いがこもった「庚
申堂」など。
「最禅寺」では、江戸時代初めの
建立という鐘堂の立派さに感激。ここに吊る
されていた先代の鐘には、鬼貫の戒名もあっ

から見学しようとのことです）
花里小学校付近では、用水路をはさんで親
水公園も整備されていた。

たそうだが、第二次世界大戦時に金属類の供
出で、今は拓本のみが残っているとのことで
ある。

四ッ洽

昆陽寺から四ツ洽を見学して、今回のウォ
ークは終了した。
（半澤 記）
＊次回は 9 月 25 日（日）に予定されています。

研修バス旅行

行基ゆかりの地 ・ 堺へ

最禅寺の鐘堂

昆陽井の水路をたどると、次々と興味深い
施設に出会った。
大樋橋の所では、用水路が一段低い川の下
を通るのがおもしろく、上がってくる方のと
ころが暗渠になって、見えないのが残念。
「ス
ケルトンにしてほしい」との声も。

例年秋に行われていた研修バス旅行が今年
は春に変更され、5 月 31 日(火)行基ゆかりの
地・堺市を訪れた。朝少し心配していた天候
も出発して間もなく日が差すようになり、会
長挨拶、スケジュールなどを聞いているうち
に最初の目的地・堺市役所へ。ここでガイド

庚申堂付近は、道の方が家々の辺りより高
く、聞けば旧昆陽下池の堤の上、とのこと。
「段差に意味があるのだ」と「ブラタモリ」
（テレビ番組）のように納得した。

さんと合流し市役所 21 階の展望ロビーへ、
眼
下には仁徳天皇陵が横たわり世界一の大きさ
を改めて知ることができた。また遥か遠くに
二上山も見ることができた。ここから見る夜
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景も綺麗で多くの人が夜の堺市を眺めに訪れ
るそうである。

ガイドさんの説明を「ほんまかいな」と疑心
を抱きながら仏殿へ進む。
仏殿の天井には
「八
方睨みの龍」が描かれていて天井を見ながら
中を一周したが、私の疑心を見透かしたかの
様にどこの位置でも睨まれていた。
さかい利晶の杜を見学したあと近くの千利
休屋敷跡へ。屋敷跡には井戸屋形があり、椿
の井戸からポンプアップされた水が流れてい
た。
妙国寺では蘇鉄枯山水の庭を眺めながら信
長と蘇鉄の説明を聞いたあと宝物資料館を見
学、土佐十一烈士の遺品や加藤清正奉納の宝
剣など貴重な物を見ることができた。
最後は堺伝統産業会館へ。刃物、線香、和
菓子、昆布、敷物など堺の伝統産業の名産品
が数多く並んでいた。ここで何時も家を守っ
てくれる狛犬さんへ、心ばかりの土産を買っ
て帰路についた。
（坪倉 記）

仁徳天皇陵の遠望

次に向かったのは奈良時代に行基が造った
と云われる大野寺の土塔。以前、訪れた時は
土塔の上まであがれたと記憶に残るが今は周
囲を柵で囲ってあり、足を踏み入れる事がで
きずガイドさんの説明を聞きながら一周、全
員で記念写真を写し行基生誕の地・家原寺へ。

旧岡田家住宅のパンフレット
残り少なくなった旧岡田家住宅のパンフレット
１０，０００部が伊丹有岡ライオンズクラブより寄
贈されました。
現物は岡田家２F に保管されています。
大切にご利用ください。
家原寺最古の南大門

思い出の世界遺産(13)

ここは行基が誕生した所で、
行基が 37 歳の
時に生家を寺に改めたのが始まりだとか。
「知
恵の文殊さん」とも云われ、別名「落書き寺」
として有名だそうである。家原寺で最も古い
と云われる南大門。門をくぐる人々を左右か
ら睨みを利かす仁王像、そんな門にも合格を
祈る落書きが点在していた。名前を書いた学
生さんは合格出来ただろうか。行基菩薩像の
前にあった放生池は駐車場になっていた。

「ポーランドの巻」

山内富美子

関西空港からポーランドへの直行便はないの
で、 ドイツのフランクフルトまで１２時間余りのフ
ライトの後、到着しました。フランクフルトの空港
はとても広く、短時間での乗り換えのための移
動には、汗びっしょりになりました。空港内から
見る西に沈む夕日と、東から昇る月は対照的で、

アナゴ料理でお腹を満たしたあとは、三好
特に地平線に沈む夕日は美しく、強烈な印象を
長慶が建立した南宗寺へ。
境内には利休の師、
与えてくれました。
武野紹鷗や千家一門の供養塔などがあった。
フランクフルトからポーランドのワルシャワ空港
さらに進むと徳川家康の墓があるではないか。
までは、２時間弱で到着。入国審査はドイツで
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行われ、ワルシャワのショパン空港ではポーラン
ド入国の手続きは、必要ありませんでした。
ポーランドとは、平原という意味の国名です。
バスで移動するとき、広々とした平野がどこまで
も続いているのは、日本には無い風景なので、
感動さえ覚えました。ポーランドは北はバルト海
に接し、南のスロヴァキヤとの国境にあるベスキ
ディ山脈に囲まれた平原の国です。周囲は、ド
イツ・チェコ・スロヴァキア・ウクライナ・ベラルー

この平和教会は、3500 本ものオーク材を使った
ヨーロッパ最大級の木造教会です。内部の聖三
位一体を示す祭壇やパイプオルガンがすばら
しく、ポーランドでは珍しいプロテスタントの教会
です。
シヴィドニツァから南東へ約３００ｋｍ、バスで 5
時間近くかかって着いた町は、クラクフというポ
ーランドの京都とたとえられる美しい古都です。
クラクフは、11 世紀中頃から 16 世紀末まで約

シ・リトアニア・ロシアなど、７か国に囲まれてい
ます。それ故、他国からの侵入を許し、翻弄され
た歴史を持っています。
最初に訪れたのは、世界遺産の中世都市トル
ンで、地動説を唱えたコペルニクスが生まれた
町です。トルンの旧市街は、中世のままの姿を
今も留めており、その中には、コペルニクスの生
家・聖ヨハネ大聖堂・ドイツ騎士団城跡・旧市庁
舎・聖母マリア教会など、半径５００ｍ以内に集

550 年間、ポーランド王国の首都として栄え、中
世のたたずまいを残す歴史的な街並みは、世
界遺産です。
クラクフの旧市街の中央広場には、長さ 100ｍ
もある色合いの優美な織物会館、高さ８２ｍの２
つの塔がそびえる美しい聖マリア教会、てっぺ
んに上れば、町の眺めが楽しめる旧市庁舎の
塔などがあります。聖マリア教会にまつわる話と
して、その昔モンゴル軍がクラクフを襲ったとき、

中しているので、とても効率よく見学できました。
トルンのガイドのマリアさんは、英語でのガイド
でした。
トルンの町の名物は、「ピエルニク」というジン
ジャークッキーで、ショパンの大好物であったと
のこと。お土産にしようと思い、店の前まで行っ
たのですが、残念ながら店は閉じられていまし
た。
次は、トルンからバスで３時間、ポズナンという

敵の襲来を告げるラッパが、塔の上から吹き鳴
らされたが、モンゴル兵の放った矢が、ラッパ手
の喉を貫き、ラッパ手は亡くなってしまいました。
そのことを悼んで、今でも１時間ごとに塔の上の
窓が開き、ラッパが吹き鳴らされています。その
ラッパの音を聞くために、しばし塔の上の窓を眺
めていると、１つの窓が開き哀愁をおびたラッパ
の響きが広場一杯に広がり、言い伝えが真実で
あることを立証されたように感じました。

古都を訪れました。この日は、首都のワルシャワ
からトルンを経てポズナンまで、７時間以上のバ
スでの移動でしたが、平坦な道を走ったので、
全然苦にならないバスの旅でした。
ポズナンはポーランド最初の首都で、東西交
易の中継地として栄え、今はポーランド第５の都
市になっています。町中には歴史的建造物が
数多くあり、特に１０世紀に建てられた大聖堂は、
ポーランド最古のもので、初期君主たちの埋葬

クラクフの旧市街の中には、コペルニクスや前
ローマ法王ヨハネ・パウロ２世が学んだ、ポーラ
ンドで最初に創立されたヤギェウォ大学や、多く
のユダヤ人を救ったシンドラーの工場(今は博
物館)などもあります。そして、旧市街の南の端
には、歴代ポーランド王の居城として有名なヴァ
ヴェル城が、ヴィスワ川に面した丘の上にそび
えています。このヴァヴェル城の中には、国王
の戴冠式を執り行ったり、国王の墓所でもある大

地にもなっており、ゴシック風の立派な建物はこ
の町のシンボルです。
ポズナンから南へバスで 4 時間、シヴィドニツ
ァという町に、世界遺産の平和教会があります。

聖堂や、現在は博物館になっている旧王宮、そ
して発掘されたまま保存されている１０世紀のヴ
ァヴェル城の遺構などがあります。ヴァヴェル城
の城壁の最も川べりに近い所に竜の洞窟があり、
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その前にときどき火を吹く竜の像が建てられて
います。昔、ヴィスワ川に竜が住んでいて、付近
に住む美しい娘をさらっては食べていました。
そこで或る靴職人の弟子が、タールと硫黄を染
み込ませた羊を食べさせたところ、喉が渇いた
竜はヴィスワ川の水を飲み続け、ついには体が
破裂してしまいました。この賢い靴職人の弟子
は、王の娘と結婚したという伝説が残っており、
竜の像があちこちに立っています。竜の火を吹

スや乗用車で埋まりました。入場のチェックは、
とても厳しく、カメラと財布ぐらいしか持ち込めず、
飛行機の搭乗前の検査以上に厳格でした。アウ
シュヴィッツ収容所は、初めは、ポーランドの政
治犯を収容していましたが、ロマや、ユダヤ人、
ソ連軍捕虜も収容するようになり、一大殺人工場
と化していったのです。入口に「ＡＲＢＥＩＴ ＭＡ
ＣＨＴ ＦＲＥＩ (働けば自由になる)」というスロー
ガンが掲げられてあり、その中の文字「Ｂ」が、上

く様子も見てきました。
クラクフの南東１５ｋｍ程のところに、世界遺産
のヴィエリチカ岩塩坑があります。岩塩の採掘
場の１部で、４００段近く階段を下りた地下に、約
２．５ｋｍの見学ルートがあります。地下通路を進
むと、岩塩で作られた王や妖精、コペルニクス
の彫像、「最後の晩餐」のレリーフ、伝説や物語
のシーンや採掘状況の展示、そして、ハイライト
は、聖キンガ礼拝堂で、天井から吊り下がるシャ

下逆さまになり、上の方が大きく膨らんでいるの
は、作った被収容者のせめてもの抵抗の証であ
るといわれています。この収容所内には２８棟の
「囚人棟」があり、最大２万８千人が、いました。
女性のガイドさんが英語で案内してくれました
が、時間制限があるのかさっさと移動していきま
した。一番ショックを受けたのは、ガス室に送ら
れたであろう人々の髪の毛・衣服・トランク・靴・
食器・義手・義足などの集められたものが、各部

ンデリア・イエス像・祭壇などすべてが、塩の結
晶で出来ています。地下の岩塩坑の中には、結
婚式場・レストラン・催し広場などがあり、驚くべ
きスペースの広さに圧倒されます。気温は、年
間通じて１４℃です。 ３時間の岩塩坑の見学は、
かなり厳しいものでしたが、コースの終わりに、
緑色の美しい塩湖に出会い慰められました。

屋に、それぞれ山のように積んである展示で、
その膨大な量には、言葉を失うほど、驚きました。
そのほか、数千人にも及ぶ銃殺が行われた「死
の壁」のところや、集団絞首台、天井に穴を開け
て、上からチクロンＢを投げ入れた大量虐殺の
ガス室、多いときは、１日に３４０人もの遺体を焼
いたという焼却炉などを見学して、胸のつまる思
いがしました。特に、日本に布教に来たこともあ
るポーランド人のコルベ神父が、餓死刑を言い
渡された人の身替わりとなって、亡くなった牢に
も案内されそこに、花が供えられていたのが印
象的でした。

アウシュビッツ強制収容所

次は、負の世界遺産であるアウシュビッツとビル
ケナウの強制収容所見学についてです。今は、
博物館になっていて、世界中から多くの人々が
訪れています。私たちも、朝一番に行っ
たのですが、あっという間に駐車場は、観光バ

ビルケナウ強制収容所
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アウシュビッツ収容所から２㎞ほど離れた所
に、広大な敷地を占めるビルケナウ収容所があ
ります。ここは、アウシュビッツがいっぱいになっ
たためつくられたもので、３００棟以上のバラック
が並んでいました。「死の門」と呼ばれたゲート
をくぐって、鉄道の引込み線が敷地内に入り込
んでいます。列車から降りたユダヤ人たちは、
男女別や親子別、身体別などに選別されて、そ
れぞれの棟に送り込まれ、蚕棚のような木造の

しい公園の１つであるワジェンキ公園です。ワジ
ェンキとは「浴場」の意味で、公園内に散在する
離宮にすばらしい浴場が、たくさんあったことか
ら、こう呼ばれました。公園内には、王の夏の離
宮として建てられた水上宮殿が、その優美な姿
を池の水面に写していました。又、この公園の
中にはショパン像があり、夏にはショパンコンサ
ートが催されています。
世界遺産の歴史地区には、美しい旧王宮、

ベッドで、夜は大勢の人たちが身を寄せ合って
眠ったそうです。しかし冬には、一晩のうち何人
もの凍死者が出ると、まとめて焼却炉に運ばれ
たようです。トイレ棟のなかは、コンクリートにたく
さんの用たしようの穴があけてあり、もちろん仕
切りはありません。朝食後などは、多くの棟から、
皆が一斉に来るので大変だったそうです。この
ビルケナウだけで、百数十万人の命が奪われた
といわれています。

様々なジャンルの博物館、ショパンの心臓が埋
められている聖十字架教会などいくつもの教会、
衛兵が直立不動で守っている無名戦士の墓の
あるサスキ公園、左手に盾、右手に剣をかざし
ている人魚像のある旧市街広場、それに、１８０
０席以上のメインシアターをもつ国立オペラ劇
場、元は貴族の宮殿だった大統領官邸などなど、
見るべきものが，余りにもたくさんありました。

負の遺産の見学は、何か重苦しいものが、心
の奥深く，残った気持ちにさせられました。

ワルシャワ旧市街

なかに入ってじっくり見る時間はありませんでし
たが、上記に紹介した所は、足を運んできまし
た。
最後に、ワルシャワで１番の高層ビルで、塔の
高さが２３４ｍある文化科学宮殿に行き、そこの
高さ１１４ｍの回廊が展望台になっていたので、
その展望台からワルシャワ市内の夜景を眺めて

王宮前広場

旅の終わりに訪れた首都のワルシャワは、ショ
パンが前半生を過ごしたことや、キューリー夫人
が生まれた町として有名です。第２次世界大戦
のとき、ナチス・ドイツにより、町は徹底的に破壊
されましたが、戦後、ワルシャワを愛する市民た
ちが、忠実に、かつての美しい町に復元しまし

「ポーランドの世界遺産を訪ねて」の締めくくりと
しました。
以上

た。そして、ワルシャワの歴史地区は、世界遺産
に登録されています。
ワルシャワは、とても見所が多く、本当によく歩
きました。先ず訪れたのは、ヨーロッパで最も美
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第４回 阪急・阪神沿線観光あるき

＜行基会資料 ５＞

荒牧バラ公園コース

行基の社会事業

５月１４日（土）、一般参加者２０名と共に計２７名
で阪急伊丹駅を出発した。

1 天平十三年記

[今回のコース]
阪急伊丹駅→旧西国街道→昆陽池公園→素
戔嗚神社→鴻池神社→慈眼寺→鴻池稲荷祠

行基の社会事業について『行基年譜』で
記述している「天平十三年記」は、井上光貞
氏の研究によれば、信憑性のある資料とされ

碑→容住寺→天日神社→荒牧バラ公園（解散）
※一部の方は阪急山本駅にて解散
夏を思わせる強い日差しの中、旧西国街道を
通り、奈良時代の名僧・行基が築造した昆陽池
を目指す。公園内は新緑が鮮やかで、水面をわ
たる風が汗ばんだ顔に心地いい。
「清酒発祥の地」・鴻池では、伊丹の酒造りや
鴻池家の生い立ちを知る手掛かりの稲荷詞碑を
訪れた。

ている。従ってこの資料を基に述べたい。
行基が活動していた天平 13 年（741）に、
それまでの事跡をまとめて、政府に提出して
いた資料を菅原寺別当が、多分、延暦 23 年
（804）にまとめて、治部省に出したものと
推測される。
その内訳は主に土木事業で下記のとおりで
ある。
架橋・・6 ヶ所（摂津 4・山城・2）
直通・・ 1 ヶ所（摂津と河内に通ずるもの）
池・・・ 15 ヶ所（摂津 6・河内 1・和泉 8）
溝・・・6 ヶ所（摂津 3・河内 1・和泉・2）
樋・・・3 ヶ所（河内）
船息・・2 ヶ所（摂津 1・和泉 1）
堀・・・4 か所（摂津 3・河内 1）
布施屋・9 ヶ所（摂津 3・河内 2・和泉 2
・山城 2）

鴻池稲荷詞碑

荒牧地区に入り、天日神社ではみごとな細工
の地車を見せてもらった。大阪住吉の宮大工
「大佐」の製作です。「大佐」は近世初期から昭
和３０年代まで摂河泉に君臨した宮大工で、泉
州岸和田の地車大工匠が一目も二目もおく名
工でした。すばらしいものを見せてもらい目の保
養になりました。
約８キロの行程の最後は「荒牧バラ公園」で
す。園内は世界のバラ約２５０種・１万本が今が

架橋事業

これらは次のとおり大別できる。
（1） 交通事業 架橋、直通、船息、堀
（2） 灌漑事業 池、溝、樋
（3） 難民救済 布施屋

盛りと咲いています。若干重くなった足取りも、
華やかなバラを見た途端に軽やかになり癒され
ました。
（藤原 記）

2 社会事業の活動内容と地域
（１） 行基前半期
この時期の平城京の難民救済（養老年間の

＊次回は１０月１３日（木）に予定されています
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集団托鉢）事業は、布施屋の設置（井上薫氏
による天平 13 年記の山背・摂津・河内・和泉
の 9 ヶ所設置説）
、平城京で浮浪した役民・運
脚夫の救済のための隆福院と石凝院の建立、
平城京内で下級官人の宅地寄進による「菅原
寺」建立などがある。
（２） 行基後半期
この時期の主な土木事業は、池溝開発、交通
事業に大別される。

② 交通事業
行基が淀川河口で行った堀川と橋を中心と
した交通施設の建設のうち、堀川は天平 2 年
建設の善源院・同尼院との対応からその頃に
掘削されたと見られ、同じ年に設立の高瀬橋
院・同尼院と対応する高瀬大橋とともに難波
宮と関わるものと考えられる。難波渡の造営
は、川尻つまり中津河口をターミナルとする
瀬戸内航路の整備にほかならない。

① 池溝開発
養老 7 年の「三世一身法」以降,行基の農村
布教において、
技術集団や豪族
（郡司クラス）
との結び付きが考えられるが、ここでは特徴
的な例として和泉国と摂津国を見てみる。こ
の事業の主な地域は和泉国では大鳥郡、摂津
国では河邊郡である。
和泉国は地形的に見ると西に大阪湾、東に
葛城山脈、南は和泉山脈の L 字型の山系に囲

以上から明らかに、
行基は和泉での溜池造り
の段階から国家の政策と密着した行動をとる
ようになり、難波造都に際しては、淀川治水
と難波堀江のバイパス水路掘削という造都事
業の一翼を担う活動を展開した。
（３）行基と協力集団
この時期、池は谷地をせき止めて造営され
たから、造池技術はつまるところ造堤技術と
いうことになる。行基自身もそうであるよう

まれた丘陵地で、雨量の少ない瀬戸内式気候
で河川も短く、直接に灌漑することは困難で
あった。
摂津国河邊郡の山本里（村）は伊丹台地と
呼ばれる洪積台地で、東に猪名川、西に武庫
川が流れているが、台地面はこれらの河床よ
りも高く、台地上を潤す河川は長尾山丘陵よ
り流下する水量の少ない河川しかなかった。
これらの地域は水源を大きな河川に求めるこ

に、
行基集団にはこの技術にたけた者がおり、
この技術者はあるいは古墳造営などに携わっ
ていた土師氏などではないかと考えられる。
和泉国の大鳥郡内に土師氏が住んでいた北部
に巨大古墳群（大仙古墳等）があり、これに
関わった子孫がこの一族の可能性が高い。
一方、都市に居住していた下級官人層達の
本来の本拠地は、畿内諸国に分散していた。
そして平城京に集まった下級人層やその妻子

とができないため、溜め池が造られたと考え
られる。
『続日本紀』には、国家によって行われた
造池の例があるが、これらの造池が行われた
時期は例外なく干魃であったことも記されて
いる。つまり国家による造池は干魃対策を主
とするものだった。
行基の造池も、これに対応するように、天
平 2 年、４～6 年、さらには 9 年の時期が干

達が、行基に帰依したことは、養老末年以降
の行基の活動が、彼らの出身地である畿内各
地へと展開していく上で重要な役割を果たし
たと考えられる。
行基は朝廷が「三世一身法」など国家政策
を推進していく上で、実務部分を支えていた
下級官人層と彼らと同族関係にあり、墾田開
発意欲を持つ畿内各地の在地豪族層や有力農
民層と結び付きながら池などの灌漑施設を開

魃であったと『続日本紀』は伝えている。行
基の造池も国家によるそれと同様に干魃に対
する事業であった。

発する活動を展開した。さらに恭仁京の泉橋
架橋など平城京に次ぐ新しい都市の建設とい
う国家政策にいち早く対応していった。
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『であい』

当たらない。どうもただ一人でどこかへ出掛け
る様子だ。「どこまで行くの」思わず声を掛けた。
急に声をかけられた女の子は一瞬びっくりし
てこちらを見た。「西宮北口まで行きます」とはっ
きりした丁寧な口調で答える。あっ、この子はし
っかりと正しい応対が出来るな。「何年生？」と
続けると「四年生です」これまたてきぱきとした返
答。 多分、ピアノかバレーのお稽古かな。それ

柳沢 森夫
あれは確か 6 月のかかりであったろうか。梅雨
どきでしっとりと汗ばむ昼すぎのこと。
阪急電車の西宮北口
駅の近くにある兵庫県立
芸術文化センターへ行く
べしで一人で家を出た。
電車の駅まではバスの
便を利用して行く事にな
る。１５分～２０分の間隔
でくる市バスに乗車し１０分余りかかる。それで
最寄りの塚口駅に着く。神戸方面に向かって二
つ目が目あての西宮北口駅である。
説明が続いたが、出来事は始めに乗車する
バス停での事である。

とも学習塾へでも。「そう気をつけて行きなさいよ」
とやさしく声をかける。「はい」会話はそれだけで
あった。
車中の人となりいつの間にか今の会話を反芻
している自分に気づく。
～あの子の大人に対しての言葉遣い
や態度は立派だった。見ず知らずの
このじいさんに対しても～
家庭での環境を考えて

いつもの様に家を出て
バス停まで歩く。その途中
には周辺の人達が世話を
してそれぞれの季節の花を
咲かせている花壇がある。
この時分にはあじさいの大
きな球をした花が咲いてい
る。濃い、うすい青、水色などが混じり合い季節
感を醸し出している。

みる。日常のご両親のし
つけ、ふだんの子への対
応がこんな場に現れるの
だろう、きっと。初めて出
会った人に対してあの敬
語の使い方は、相手の気
持ちをすっきりさせる様なひとこまであった。今
日はとても良い機会に恵まれた。あの少女のお
陰でほんのりとした暖かさが感じられたひととき
であった。ありがとう
～庭先で咲き始めた芙蓉の花を愛でつつ～

バス停に着くとそこには中高年の女性をはじ
め５・６人の人達が次に来る予定のバスを待って
いる。黙っている人、楽しげに会話している人た
ちなどさまざまである。

京・アラカルト ③

その待っている人の中に小学生らしい女の子
が居るのに目が止まる。梅雨のうっとうしさを明
るくさせる程のうすい水色の涼しそうなワンピー

京の都と伊丹
池田 利男

スを着ている。手には布袋を下げている。いつ
の間にか何歳ぐらいかなあと自問している。あた
りを見回してもその親御さんらしい人の姿は見

江戸時代、伊丹の御領主は五摂家の近衛
家であった。
＊「剣菱」
「酒は伊丹の醸にあらざれば飲まず」と言っ
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編集後記
咲い

た酒仙の詩人「頼山陽」が、京の祇園で「剣菱」
の銘酒を傾けながら、端唄を作った。
「布団着て寝たる姿は古めかし、起きて春め
く知恩院の‥‥‥」
＊「鬼貫」
京都新京極六角の誓願寺に伊丹の上島鬼
貫の句碑がある。本尊の大きな阿弥陀如来
が有名だったので、
「紅梅や 大きな阿

部コミュニティカレッジ 豊能町）
・有岡城・郷町館（春の

弥陀に 光さす」
＊「老松」
「男山」
江戸時代の御所へ納
めた酒は「老松」
将軍家へは「男山」
「剣菱」

・6/4（土）ポンポン船をつくろう

公民館講座 芦屋市）
・7/14（木）郷町館（四季の美 芦屋
市）
・7/21（木）Aコース（大阪北部コミュニティカレッジ
豊能町）
どんぐり座公演
・5/28（土）文化財愛護少年団入団式
・6/30（木）伊丹小学校地区自治協議会
歴史ロマン体験学習支援
・5/21（土）ステンドグラス風ライトをつくろう
・7/9（土）ハニワをつくろう

浮世絵に描かれた男山

＊京の人「池田 宗旦」
「也雲軒」
延宝二年（１６７４）京に住む、貞門派俳人

会場風景

作品のテスト

有岡城跡の清掃 ・5/24（火）
・6/28（火）
・7/26（火）

「松江 重瀬」が「池田 宗旦」ら門人を連れて、
伊丹に滞在した時、宗旦は伊丹の酒の虜とな
り、そのまま伊丹に住み着いて、「也雲軒」を開
き、伊丹風の俳諧の祖として生涯を閉じ光明寺
に宗旦の墓がある。鬼貫も也雲軒で学んだ。

今後の予定（８月～10 月）
定例会 ・8/9（火） ・9/13（火） ・10/11（火）
案内ガイド ・8/21(日)Aコース（伊丹市友会 伊丹市）
・
9/21（水）郷町館（交野市教育委員会 交野市）
・9/26
（月）Aコース（ことぶき大学旅行クラブ 播磨町）
・10/18

活動記録（５月～７月）

（火）Aコース（歴史探訪の会 芦屋市）
・10/24（月）Aコ

定例会 ・5/10（火） ・6/14（火） ・7/12（火）

ース（大阪区民カレッジ北校 大阪市）

案内ガイド ・5/14(土)Aコース（全薬道修町 枚方市）
・D

どんぐり座公演

コース（阪急・阪神観光町あるき）
・5/15（日）Dコース

・8/24（水）～8/26（木）ことば蔵

（京都観照会 向日市）
・5/18（水）Bコース（兵庫ビジネ

歴史ロマン体験学習支援
・8/20（土）印鑑をつくろう

スライフの会）
・5/19（木）Aコース（さんいち会 西宮
市）
・岡田家（伊丹市役所）
・5/21（土）昆陽井（市民ガイ

・9/10（土）印鑑をつくろう（箱）

ド）
・5/25（水）A+B+αコース（MDライフ関西OB会 伊丹

・10/15（土）楽器をつくろう

市）
・Aコース（高齢者大学 オシャレ 吹田市）
・6/8

有岡城跡の清掃 ・8/23（火）
・9/27（火）
・10/25（火）

（水）郷町館（大手前大学）
・6/30（木）Bコース（大阪北

編集後記
海外では、相次ぐテロに英国の EU 離脱。国内では、都知事辞任に参院選で改憲派の大勝
利。 我々の地球号はどこへ行くのでしょう。テレビも新聞も暗い話題ばかり。早くリオ五輪が始ま
らないかな。
（M.Y.）
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