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平成 30 年度総会開催
平成 30 年度総会が 4 月 10 日（火）中央公
民館において開催されました。
今年は 2 年ごとの役員改選の年になります。

事が以下のように提案され、
承認されました。
内田
松田
酒井
半澤

吉岡 弘員（水曜班リーダー）
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〃
〃
〃
〃
〃
〃
監 査
顧 問

末次
古結
竹中
佐野
山田
阿部
金川
細川
池田

弘幸（木曜班リーダー）
秀代（金曜班リーダー）
稔 （土曜班リーダー）
弘
稔
恵美子
幸雄
勝海
利男

ここで新旧役員が交代して、平成 30 年度
活動計画案、予算案が審議され、いずれも承
認されました。
続いて、新任の酒井副会長の挨拶、新入会
員の紹介が行われました。
本年度は、石丸敏美さん、内橋義昭さん、
古結準治さん、
白井正幸さん、
高木博美さん、
森川真理さんの 6 名が新会員として入会され
ました。

内田会長の挨拶に始まり、松田副会長の 29
年度活動報告、半澤会計の 29 年度会計報告、
細川会計監査による会計監査報告が行われ、
いずれも承認されました。その後、中尾副会
長より新年度会員 48 名の内、当日の出席者
40 名で総会が成立するとの報告がありまし
た。続いて、内田会長より平成 30 年度役員人

会 長
副会長
〃
会 計

幹 事

また、次の方々が役員を退任されました。
中尾由紀子さん、山元龍冶さん、酒井かづえ
さん、浮田輝代さん
長い間、お疲れ様でした。
（金川 記）

襄
孝雄
正憲
恵子

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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新人紹介

ての講座が主でした。その中で昆陽池築造に
ついては長年建設関係の仕事に携わってきた
関係で、
尾田栄章氏の
「行基と長屋王の時代」
を読み行基に興味をもちました。
また、山登りの会にも所属しておりますが、
戦国時代の山城にも興味があり丹波の黒井城
や安口（はだかす）城、籾井城にも登ったり
しています。
今後は伊丹市の文化財について勉強し、文
化財ボランティアに少しでもご協力できれば

新しく会員になられた 6 名の方々の自己紹介
です。よろしくお願いします。

石丸敏美（いしまる としみ）

と思っていますので諸先輩方のご指導よろし
くお願いします。

この度、文化財ボランティア水曜日班の一
員になりました石丸敏美です。伊丹市には 50
年以上住んでいますが、伊丹市の文化財につ
いての知識は皆無でした。文化財ボランティ

古結準治 （こげつ じゅんじ）

ア養成講座で昆陽寺の説明の担当をさせてい
ただきました折、子供の頃、昆陽寺で遊びま
わったりラジオ体操をしたりした思い出がよ
みがえり懐かしく思いました。
伊丹市の文化財を今後も大切に次世代に

この度、伊丹市文化財ボランティア養成講

残し、かつもっとたくさんの方々に知っても
らいたいとの思いで活動していきたいと思い
ます。１年間は皆様に付いて行くのが精一杯
だと思いますので、サポートよろしくお願い
します。

座を終了して 23 期生として金曜グループに
入会しました古結（こげつ）です。
伊丹生まれの伊丹育ちで 8 歳までは池尻村
に住まいして稲野小学校に通い、学校帰りに
はよく昆陽寺で遊んでいました。その後阪急
新伊丹駅の梅ノ木町に移り 60 年近く住んで
いましたが、三人娘が嫁いだのと父親が亡く
なり夫婦二人になったので、伊丹郷町の旧岡
田家住宅酒蔵と目と鼻の先の、みやのまちマ

内橋義昭（うちはし よしあき）

ンションに住んでいます。
現役時代より歩くのが趣味だったので 30
年近くに亘って各種ウォーキングクラブに入
り、四国八十八ヶ所遍路道・西国三十三ヵ寺
観音霊場などの巡礼道や東海道・中山道・出
雲街道などの街道や富士山裾野一周・琵琶湖
一周・淡路島一周などの自然歩道をいろいろ
歩いてきました。昨今は年金生活になって資
力がなくなってきたのと、ここらで地元回帰
して少しでも皆さんのお役に立てないかと思

平成 14 年に伊丹市に引っ越して以来 16 年
になりますが、伊丹市の文化財や遺跡につい
ては昆陽寺と昆陽池位しか知らなかったので
すが、昨年西国街道歩きに参加する機会があ
り、他にも文化財が沢山あることを知り今年
のボランティア養成講座に応募しました。
今年は行基生誕 1350 年という節目の年で
もあり、ボランティア養成講座も行基につい

い入会しました。
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とを伝え広げる活動って素敵だなと入会させ

白井正幸（しらい まさゆき）

ていただくことにしました。
平日は朝 7 時から晩 9 時まで仕事というハ
ードな日々。
活動できるのは週末だけですが、
仕事から離れてほっと一息する機会と、誰か
のお役に立てる機会をもらえたこのご縁を大
事にしていきたいと思っております。どうぞ
よろしくお願いします。

私は生粋の伊丹っ子で、本町で生まれ、世
帯を持つ様になり、新興住宅地の北園 1 丁目
に移り住みました。
北園は国道 171 号線から県道 13 号線に至

森川真理（もりかわ まり）

り、駄六川と伊丹緑地（道）に挟まれた地域
です。国道を渡った所に「臂岡天満宮」
、少し
西に向かうと「伊丹廃寺跡」があり、国道の
手前で、伊丹緑地（道）が終わる所を、少し
左へ入る幽霊坂には「自然居士の墓」があり
ます。南の端は旧山陽道（旧西国街道）の伊
丹坂があり、ちょっと坂を上がった高台には
「伝和泉式部の墓」があります。ちょっと下
って、辻村から東へ進むと、旧多田街道と交
わる所に「辻の碑」があります。この様に多

第 23 回文化財ボランティア養成講座に参
加させていただき、
『行基生誕 1350 年』の節
目の年ということで、「行基さん」のことを
色々と勉強させていただきました。そしてこ
のご縁を大切にしたいとの思いで、ボランテ

くの史跡に恵まれた環境となっています。
今までは先輩の方々が、多くの参加者を案
内しておられるのを傍観していましたが、今
後は勉学に励み、伊丹の誇る文化財を多くの
人達に知って頂く様に、頑張ります。

ィアの会に入会させていただきました。
私は大阪の吹田市で育ちました。伊丹に住
んで 24 年になります。私の住まいの近くに、
有岡城跡や旧岡田家住宅・石橋家住宅などが
あり、ひな祭りや何かイベントがあるときは
立ち寄ることもあります。
文化財が身近にある環境で日々暮らしてい
ることは素敵なことだと思い、家族や友人が
伊丹を訪れてくれた時に、自ら説明をして楽

高木博美（たかぎ ひろみ）

しんでもらえたら良いかなという思いから、
市内の歴史や文化財のことを学ぶ場を求めて
講座を受講しました。先輩の皆様方から色々
なことを教えていただき、楽しく活動に参加
できればと思っております。
至らないところの多い私ですが、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

文化財ボランティアの会の皆さま、はじめ
まして！今度お仲間に入れて頂いた高木博美
と申します。
伊丹に住み始めて 30 年。
でも伊丹のことを
何も知らない自分に愕然！そんな時、市報で
「文化財ボランティア養成講座」を知りまし
た。伊丹のことを知るだけでなく、伊丹のこ
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第 23 回文化財ボランティア養成講座

［史跡めぐりのガイドポイント］
昆陽池（行基について・昆陽池・大弐三位
の歌碑）→北向地蔵・行基道→昆陽寺（昆陽
寺・行基の歌碑・山門・観音堂・昆陽井）→
西国街道→市立博物館（行基菩薩坐像・行基
石）養成講座受講生の皆さんは、初ガイドに
備えてしっかりと準備をされていました。少
し残念だったのは、上空を飛ぶ飛行機の騒音
や脇を走る車の音で、説明者の声がかき消さ
れる場面が何度かあったこと。皆さんの初ガ

史跡めぐり

行基ゆかりの地を巡る
平成 29 年度の文化財ボランティア養成講
座は、平成 30 年 1 月 23 日に開講し、3 月 17
日の史跡巡りガイドまで全 8 回の講座を修了
しました。
今年は行基生誕 1350 年の年です。
伊丹は行
基の業績が其処此処に残る土地柄でもあるこ

イドが心残りになっていないかと心が痛みま
した。今回の史跡めぐりに限らず、私達がガ
イドする時にもよく起こることです。聞く人
の事を配慮して、話を進める気遣いを忘れな
いようにしなくてはと反省しました。
参加者の長い列は次の説明ポイントを目
指し、行基道や西国街道をひたすら歩きまし
た。その道すがら、聞こえてくる会話を聞く
のは楽しい時間でした。ある方は行基の歌と
芭蕉の歌にみる共通点などについて、ご自分

とから、今回の養成講座は行基をテーマに進
められました。第 2 回の講座「地の理から伊
丹を考える」に始まり、第 3 回「市内遺跡（縄
文から奈良時代）
」
、第 4、第 5 回は外部から
花園大学の竹内亮氏・関西大学の山口哲史氏
にお越しいただき、
「行基について」歴史的背
景や業績について学びました。

の見解を語られていました。その見識の高さ
に驚くばかりです。

講座風景

その集大成として、3 月 17 日（土）
、養成
講座受講生 11 名による史跡巡りガイドが行
われました。当日は晴天、冷たい風が吹くも
のの、もう少しで開花しそうな桜の蕾が春の
訪れを感じさせました。
一般参加者 27 名と共
に総勢 47 名で昆陽池を出発しました。

昆陽寺でのガイド

又、受講生の方がボランティアグループ会
員に、ガイドをする上での心構えを尋ねてお
られたのも、すでにボランティアグループへ
の入会を視野に入れておられるのかと頼もし
く思いました。
参加者の方から昆陽宿界隈の歴史や史跡を
紹介したマップをいただきました。自治会で
マップを作成されたそうです。
それを持って、
自分たちの住む地域の歴史を知るまち歩きを

昆陽池でのガイド
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計画されているとのこと。身近な場所の歴史

この頃（10 時 45 分）には雨が上がり、風

を知り、それを大切に守っていこうという活
動を知り嬉しくなりました。

が強くなった。

須佐男神社でのガイド

須佐男神社本殿は鉄筋コンクリートの覆
屋の中に納まっており、江戸時代の神社建築
としては貴重なもので昭和 47 年に市指定文
化財となった。正面の軒に唐破風をつけた木
造一間社春日造り、
こけら葺の建物は 17 世紀
中頃の建立と推定されている。そして境内中
央にある樹齢 100 年を越える大楠が目につく。
そして能阿法師が詠んだ歌碑がある。
「かり枕
ゐなのゝはらに夢覚めて かたふく月にしき

伊丹市博物館でのガイド

最後に、養成講座受講生の皆さん、三か月
間お疲れ様でした。当会に入会されて、共に
活動できる日を楽しみにしています。
（藤原 記）

文化財市民ガイド

御願塚の寺社・史跡を訪ねて

のたつ声」 ～新撰莬玖波集より～
今年度の最後の市民ガイドが 3 月 21 日に
雨の中、総勢 23 名で 10 時に出発した。
まずは閑静な稲野住宅地を巡り、この地は
大正 9 年
（1920）
に阪急電鉄伊丹線が開通し、
翌 10 年に稲野停留所が設置された。
当時のこ
の近辺は米穀店（水車精米工場）と石材店の
2 軒だけだった。阪急電鉄は大正 14 年に駅の
南西部の住宅開発に着手し、
初年度 44 戸を売

次に西光寺は山
号を菩提山と称し、
天正 2 年（1574）
、
岌禅和尚の創建と
伝えられる浄土宗
の寺である。本阿
弥陀三尊、脇侍善

り出した。その後昭和 9 年には郡是製糸、同
１３年には花川鉄工所、共立電気製鋼、キュ
ーピー食品が操業を開始し始めた。
御願塚古墳の周辺には 4 つの陪塚があり、
南から温（ぬくめ）塚、掛（かけ）塚、満（み
つ）塚があり、鈴原小学校校庭に破（やぶれ）
塚がある。墳丘は残っていないがその場に石
碑が置かれている。
御願塚地区には三つの神社がある。北から
北の宮（祭神天照大神）
、中の宮（須佐男命）

導大師・円光大師。元禄年間（1688～1703）
に消失し、寛政年間（1789～1800）に再建さ
れたと伝えられる。安政 6 年（1859）に鐘楼
堂が建立された。
昭和 45 年新幹線の工事に際
し現在の地に移転された。西光寺庭園内に伊
丹廃寺の礎石があり、領主岡野氏の歴代の位
牌があるが、外からでは見られないのが残念
であった。
県指定文化財で平成いたみ八景に指定され
ている御願塚古墳は地域では「ごあんさん」

そして御願塚古墳頂の南の宮である。
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西光寺でのガイド

と呼ばれてき

か詳らかではないが、発掘された円筒埴輪は

た。濠に囲ま
れ西に面する
墳丘は東西
52ｍ、前方部
19ｍ、後円部
39ｍ、高さ 7
御願塚古墳でのガイド
ｍ程の帆立貝
式前方後円墳で、周囲に幅 10ｍの濠を巡らせ
た古墳は五世紀後半のものといわれている。

市立博物館に展示されている。
古墳の頂にある南神社（南の宮）は延宝
9 年（1681）に建立された。塚の北方に参道
としての石段が設けられ、入口の鳥居は寛保
3 年（1741）に建てられたが、現在の鳥居は
大正 15 年（1926）のものだ。石燈篭には昭和
6 年（1769）と刻まれている。また霧島つつ
じの名所として親しまれている。
次回の市民ガイドは 5 月 19 日（土）に「有

かつては二重の濠があったといわれ、現在は
古墳の回りの路面に張られた色違いのタイル
が外濠を示している。埋葬されたのは誰なの

岡八景を巡る」を予定している。
（酒井 記）

阪急・阪神沿線観光あるき②

伊丹郷町と伊丹老松酒造を
たずねるコース
3 月 24 日（土）
、木曜まで４日続きの雨が
あがり、街歩きにはうってつけの上天気。
（私
は晴女と言うＮ女史の霊験あらたかなり。
）
リータ４Ｆの集合場所に続々と参加者が
集まります。
市民 44 名にボランティアのガイ
ドが６名、市職員が 3 名の大所帯で、ＡＢ２
班に分けてスタート。コースは猪名野神社か
らＡ班は有岡城→荒村寺→本泉寺→墨染寺→
旧岡田家住宅。Ｂ班は墨染寺→本泉寺→荒村

有岡城跡でのガイド
われて、
そう言えばと探すものの見つからず。
市教委の方に聞くと、前月初めに、事務所が
商工情報センターの中に入ったので（？）
、な
くなったとか。
（しまった、一度でも入ってお
けばよかった。
）
旧岡田家住宅ではおなじみのビデオを見、

寺→有岡城へと逆回りして 11 時 15 分旧岡田
家住宅で合流という流れで、順調にすすみま
した。説明に自作の資料（写真や略図）を用
意されるなど、ベテランの技が参考になりま
す。
墨染寺・荒村寺は中に入らず外でガイド。
本泉寺も駐輪場の工事や建物の向きを変える
工事のため外で説明。参加者はガイドの掲げ
るクリアファイルの写真や地図を参考にメモ
をとったり、リーフレットと比べたり、歩き
ながら質問をするなど、熱心な方がおられま

老松酒造のＴ課長の「日本酒入門講座」を受
けた後、いよいよ試飲タイム。老松酒造の駐
車場で、用意された 3 種類の酒（純米酒・純
米吟醸・本醸造）をいただきます。適度なウ
オーキング後のお酒はおいしくて 2 杯、3 杯
と飲む方もおられ、人気の観光あるきは、ほ
ろ酔い気分のなか無事終了しました。
追伸：すき腹に酒はこたえるという参加者
もおられました。私も次回は柿の種でも持参
しようと固く決意しております。

した。
「たしかこの辺りに足湯が……？」と言

（荒西 記）
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[ガイドまめ知識

坂についてですが、まず誰もが知っている旧

第11回]

西国街道の伊丹坂（北園 1 丁目～春日６丁目）
があります。猪名川沿いの低地から伊丹台地
へ登る坂で、10m 程の高低差があります。当
時荷車を押して上がるには難所であったこと
でしょう。
緑道が国道 171 号線に突き当たる手前でコ
ニカミノルタの敷地と自然居士の墓がある畑
地の間を登る坂道があります。この坂（高台
5 丁目）は通称“ゆうれい坂”と呼ばれてい

古地図に見る“伊丹の山と坂”
伊丹の町は平地だから、山とか坂はないと
思っていませんか。ところがあるんです。
幕末の古地図を見ると、郷町の北端と南端
に山が記されています。どちらも村重の時代
に惣構えの砦として利用されました。
惣構え北端の虎口は北ノ口と言われ、惣構
え内側から見て虎口の右側に治郎ヶ山（北本
町 1 丁目）の表示があります。現在は共同住
宅敷地ですが、
下から見ると切り立った崖で、
ここを山と言っても違和感はありません。

ます。今も常緑樹が道路に覆い被さるように
茂り、陰気な感じがします。ゆうれい坂と言
われるのも頷けます。
郷町から東側へは高低差が大きいので東へ
抜ける道路は当然坂道になります。
古地図によると北からスベリ坂（北本町 1
丁目）
、雲正坂（伊丹１丁目）
、ハセンドウ坂、
池ノ坂、仁右衛門坂があります。スベリ坂、
雲正坂は現在も残っていますが、道路の拡幅
などにより当時の様子とは異なります。

下から見上げた治郎ヶ山

一方惣構え南端の砦であった鵯塚には薬師
さんが祀られていることから、古地図ではこ
の塚を薬師山（伊丹７丁目）と記しています。
ここも私有地の共同住宅敷地になっており、
立入ることは出来ません。
隣地から眺めると、

昔の面影を残す池ノ坂

こんもりと茂った塚が確かに山のように見え
ます。

ハセンドウ坂、仁左衛門坂は鉄道敷設造成
工事等により、消滅しています。
大坂道に面した旧裁判所跡の有岡公園から
東方向に下り、有岡小学校方面に至る道に池
ノ坂（伊丹５丁目）があります。
2m 程の細い道が水路に沿ってＳ字状にカ
ーブして下っています。附近の様子からみて
拡幅等の改修はされず、昔のままの形状で残
った道であると思われます。
（松田 記）

隣地から眺めた薬師山
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活動記録（２月～４月）

京・アラカルト ⑨

定例会 ・2/13（火） ・3/13（火） ・4/10（火）

京ことば（1）

案内ガイド ・2/4（日）Bコース（阪神シニアカレッジ）
・

池田 利男

2/23(金)岡田家、石橋家（高齢者大学校 大阪府）
・Aコー
ス（宝塚観光ガイド夢探し隊 宝塚市）
・3/17（土）昆陽池
～伊丹市博物館（養成講座ガイド 伊丹市）
・3/21（水・祝）

京のことばには、御所ことばと町方ことば
がある。

御願塚の寺社史跡巡り（市民ガイド）
・3/22（木）Aコース
（川西市シルバー人材 川西市）
・3/24（土）伊丹郷町と老
松酒造（阪急阪神観光あるき 伊丹市）
・3/27（火）Aコー

[1]御所ことば

（宮家・公家・門跡寺院）

ス（菅原地域健康フォーク 大阪市東淀川区）
・3/29（木）
岡田家、石橋家（箕面年金者組合 箕面市）
・4/19（木）A

[2]町方ことば
職人ことば（西陣・鋳物師）
中京ことば（室町の問屋）
花街ことば（祇園・先斗町・上七軒）
農家ことば（鳥羽・伏見・山科）

コース（シニア自然大学校同窓会）
どんぐり座公演
・2/15（木）昆陽里小学校 ・2/20（火）稲野小学校
・2/28（水）桜台小学校
歴史ロマン体験学習支援
・2/3（土） 刀剣キャンドル

[3]京の町では、冬至には2つの「ん」が付く
ものを食べる習慣がある。

・3/3（土）和菓子技法
・4/21(土) 土器作り

なんきん・にんじん・きんかん・かんて
ん・うどん（うんどん）れんこん・ぎん
なん 7品。

有岡城跡の清掃

土器作り

・2/27（火）
・3/27（火）4/24（火）

今後の予定（５月～７月）

[4]京の小豆（あずき）は大納言
大納言は武士と違い、
お公家様なので切腹
が無い。
大粒で煮ても皮は切れない。

定例会 5/8（火） ・6/12（火） ・7/10（火）
案内ガイド ・5/9（水）昆陽寺～郷町館（旭東公民館歴史
を訪ねる会 岡山市）
・5/10（木）Aコース（平和堂旅行セン
ター 阪神周辺）
・5/18（金）Aコース（NPOナルク）
・5/19

[5]御所の女官のことばには「○○もじ」が
付く。
かもじ
（鬘）
しゃもじ
（杓子）
ゆもじ
(腰巻)

（土) Aコース（淀の水会）
・有岡八景を巡る（市民ガイド）
・
6/1（金）岡田家（市立摂陽小学校 伊丹市）
歴史ロマン体験学習支援
・5/12（土）風鈴絵付 ・6/23(土)手ぬぐい模様
・7/7（土）埴輪を作る
有岡城跡の清掃 ・5/22（火）
・6/26（火）
・7/24（火）

編集後記

編集後記
今号から編集を担当することになりました。慣れない仕事ですが、魅力ある会報を目指して、
努力したいと思っています。伊丹の文化財についての研究発表やエッセイなど、奮ってご投稿
いただきますよう、お願いいたします。
（Y.K.）
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