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（2）野村の晩鐘（三井の晩鐘）
野村は猪名野神社の北側の旧地名で、
鐘は発音寺の釣鐘。当時の発音寺には鐘

文化財市民ガイド 歴史ウォーキング

幕末の景勝地 有岡八景を巡る

楼があり、一日に 6 回撞かれていたので
すが、特に晩鐘の音は一日の疲れを癒し、
心に響く音色だったことでしょう。
残念ながら、この梵鐘は戦時中に供出
されてしまい、今ではその音を聞くこと
は出来ません。

八景といえば中国洞庭湖の瀟湘八景と、そ
れにちなんで 1500 年に選定された近江八景
が著明です。
ところが、琵琶湖と形状がそっくりの総構
えの伊丹郷町では、1849 年に有岡八景が制定
されていることを知り、大いに驚き、興味が
湧いてきました。
5 月 19 日（土）に総勢 39 名が参加しまし
た。木曜班の皆さんが有岡八景の地を丹念に

調べられ、
、
その地をひとつひとつ丁寧に案内
していただきました。
私たちは頭の中で江戸時代末期の伊丹郷町
の光景を思い浮かべ、その時代にタイムスリ
野村の晩鐘（発音寺）
ップして散策しました。
（3）天津の落雁（堅田の落雁）
廻った順番は次のとおりです。
伊丹郷町から東方を眺めると、猪名川
（参考までにカッコ内は近江八景の名所です）
の河川敷に生い茂った竹藪は、雁たちの
ねぐらとして最適であり、夕暮れには雁
（1）西台の夕照（瀬田の夕照）
の群れが舞い降り、夜が明けると飛び立
つ光景が見られたことでしょう。
（4）雲正坂の夜の雨（唐崎の夜雨）
雲正坂は郷町から桑津、天津方面に下
る道で、坂の南は古城跡を巡る堀があり、
竹藪生い茂っていました。

西台（にしんだい）から西方は一面の田
畑が広がり、遥か彼方に甲山と六甲の連
山が眺められます。
その山に陽が沈み、
夕陽で真っ赤に染ま
った光景に浸ったことでしょう。

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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また、坂の突き当りは船着場となって

が、何と神津大橋の陸橋の吊橋が帆柱に

おり、高瀬舟が停泊しています。
このような情景に降る雨は詩的情緒を
呼び起こします。
（5）城山の秋の月（石山の秋月）
栄華を極めた有岡城も、今は廃城とな
り雑草が生い茂っており、蟋蟀が鳴いて
いる。栄華を誇った有岡城を照らす月
煌々の光景を思い浮かべると、心に染み
渡ります。まさに村田英雄の「古城」の
心境です。

見えるのは面白い光景でした。
（7）鵯塚の暮雪（比良の暮雪）
往時の鵯塚は薬師山とも称され、御願
塚と並んで小高い山であり、鵯たちがお
山の大将の気分で羽を休めていたことで
しょう。
（8）猪名野の晴嵐（粟津の晴嵐）
あたり一面の笹の原野で風にそよぐ光
景を思い浮かべるにつけ心が和みます。
以上、８つの名所を詳しく案内していただ
き、江戸末期の有岡の地を観光しました。
有岡八景にはそれぞれ俳句が２句添えら
れており、どの句も八景の状況を的確に表現
され、味わい深いものばかりですが、紙面の
都合上、ここに掲載出来ないのが残念です。
また、八景を巡る途次、法厳寺の楠、猪名
野神社、発音寺、有岡城、鵯塚、杜若寺、東
リ黄金塚などの説明もしていただき、お客様
は大いに満足しておられました。

城山の秋の月（有岡城跡）
（6）破戦道の帰帆（矢橋の帰帆）
総構えの東端の段差の上から猪名川を
往来する舟が間近に見られたことでしょ
う。
今は全くそのような光景は見えません

特別講座

このコースは、新たなガイドコースに加え
ることも検討に値するのではないでしょうか。
厳しい春寒の中でしたが、心温まる半日で
した。
（永野 記）

旧岡田家住宅・酒蔵 ― 保存に至る経過

平成 30 年 5 月 29 日旧岡田家住宅の現地にて、
郷町館館長小長谷正治さんによる講座が行わ
れました。
旧岡田家が震災で倒壊し、その後重要文
化財の建築物として再現されるのですが、
当時現場で取り組まれた時の体験を基に、
語っていただきました。
当初新会員の研修として開催されました
が、参加者にはベテラン会員も多く、総勢
22 名が集合し、聴講いたしました。
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郷町館館長 小長谷正治

＜定例会発表＞

伊 丹 の 昔 話 と 民 話 と 伝 説

発表者 顧問 池田利男

平成 30 年 6 月 12 日定例会で、池田顧問が＜伊丹に伝わる昔話・民話・伝説＞というテーマ
で発表されました。
伊丹には多くの昔話や民話が残っています。池田顧問はこれ
らの話を調べていて、後世に伝えたいという気持ちを強く持た
れたそうです。また、文化財のガイドは歴史や政治など、いく
ぶん堅い話になりがちです。説明の中に昔話や民話を取り入れ
ることで、文化財のガイドが聞き手の人たちに楽しく伝えられ
るのではないかと、日頃から思われていたそうです。
今回、
「伊丹に伝わる昔話・民話・伝説」を項目別に分類し、解りやすく説明されました。発
表された項目と内容は下記のとおりです。
第一話

大木

口酒井の大木、聖徳太子の馬つなぎの松、法厳寺の大楠、南野山了福寺の
大楠、頼山陽の遺愛の台柿、昆陽寺のトゲなし柊

第二話

塚

大鹿のお塚、魚塚、御願塚、黄金塚、大覚さんの竹塚、高師直の塚、鵯塚

第三話

墓

和泉式部の墓、自然居士の墓、一の辺の墓

第四話

石

行基石、雲竜石、古城の鯉石、夜泣き石、礼拝石、辻の碑

第五話

井戸

金岡の清水、弘法大師と岩屋の井戸、行基井戸、為朝八幡産湯の井戸

第六話

川

白水川、谷川のゆすり橋、猪名川の芹、駄六川

第七話

笹

猪名の笹原、猪名の小笹

第八話

酒

清酒発祥の地

第九話

行基

行基とむぎわら音頭、行基の足跡田、行基の掘った池と溝、行基と満仲さん
の争い

第十話

その他

首穴、伊丹の相撲取り、菅公とあられ茶、首切り地蔵、有岡の岡、伊丹に二度
の遷都案

講座は以前ボランティアの会が使用していた店舗 2
階の畳の間で行われました。神戸淡路大震災で倒壊す
る前の写真が載ったレジメを中心に、文化財指定に至
った経緯、解体修理や発掘調査の苦労話を交えながら、
詳しく説明していただきました。
棟札が掛っていた居間の 2 階や酒蔵の 2 階にも上が
り、様々な角度から旧岡田家の姿を見学することが出
来ました。
2 時間余りの時間でしたが、参加者にとって今後のガ
イドの参考になる貴重な体験となりました。
（金川 記）
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分 科 会

活 動 紹 介

平成30年5月8日の定例会で、新入会員対象に各分科会の活動紹介が行われました。
席上、どんぐり座によるペープサート「伊丹に猿がいなくなった話」と紙芝居「頼山陽と台
柿」を鑑賞しました。
紙芝居 どんぐり座
伊丹の文化財の昔話や民話をアレンジした紙芝居やペー
プサート（紙人形劇）を、市内の学校や公民館などに出
かけて公演しています。また、各団体からの公演依頼に
も出前出張しています。演目は 20 話。座員全員で楽しみ
ながら創作し、それらの話を伊丹のみなさんに語ってい
ます。
●会員数：12 名●例会日・場所：毎月第 3 火曜日、スワ
ンホールの会議室
古文書の会
古来から、日本人の識字率はかなり高い水準でした。江戸時
代、武士はもちろん、農民や町民に至るまで読み書きを学
び、世界一の識字率だったと云われます。それら日本人が残
した古文書は当時の政治、文化や日々の暮らしを映し出して
います。古文書の学習を通じて、くずし文字の読み方や当時
の人々の生活に触れることを楽しんでいます。
●会員数：10 名 ●例会日・場所：毎月第１水曜日、
いたみホールの会議室
歴史会
伊丹の歴史だけに限らず、日本史上に起こった出来事や
活躍した人物にスポットを当てて、日本の歴史を学習し
ています。課題を持ち寄り、みんなで資料を出し合い、
知識を高めています。
●会員数：10名●例会日・場所：毎月第3月曜日、いたみ
ホールの会議室
パソコンの会
ワード、エクセル、パワーポイントなど、パソコンソフ
トの基本的な知識をみんなで学んでいます。ガイド資料
や個人の研究資料等を作る際の疑問点などを持ち寄っ
て、それらを解決しながらスキルアップを目指していま
す。
●会員数：10名●例会日・場所：原則として毎月第2、
第4木曜日、ラスタホールのマイコンルーム
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鴻臚館で通された広間、次の間の縁側は北向

阪急・阪神沿線観光あるき ③

きになっています。新緑が日光を照り返す庭を
眺めるのに格好の位置でした。
煎茶のお点前を受け、和菓子を頂きながらお
茶の作法についてのお話しを伺い、くつろいだ
時間を過ごしました。

伊丹緑道を往復して鴻臚館へ
快晴の天気に恵まれた 4 月 21 日、今回は伊
丹緑道を往復して緑ヶ丘公園の鴻臚館でお茶
を頂く企画です。以前は鴻臚館からの帰路は市
街地を通りました。参加者 30 名のほとんどは市
外から来られた方で、市内からの参加は 5 名と
少数です。コースは以下のとおりです。
阪急伊丹駅→猪名野神社→伊丹緑道→
白洲屋敷跡→ 多田街道→ 辻の碑→緑ヶ丘公
園→鴻臚館→伊丹緑道→宮の前文化の郷
猪名野神社から緑道に入ると一斉に芽吹い
た新緑が眩いくらいでした。白洲屋敷跡の案内
板を過ぎて多田道に下り、産業道路を渡って地
区のシンボル水車小屋に着きました。

広間で煎茶の接待
鴻臚館を出発して再び緑道へ、日蔭で涼し
い緑道で歩行も進み、最後の目的地みやのま
え文化の郷を目指しました。
往復コースでは帰路が退屈かなと気になって
いましたが、強い日差しと車両の通行に気を使
う市街地を歩くより快適でした。

（松田 記）

伊丹の文学碑探訪（上島鬼貫の句碑）
おもしろさ 急には見えぬ すすき哉
水車小屋前でガイド

「北村の景観を創る会」の岸本会長がすでに
待っておられ、水車を回して頂いた。
この地区では大正年間まで、郷町の酒造りに
使用する酒米を水車で精米していたそうです。
現在の水車はミニチュアキットを購入して自前で
組立て、モーターで動かしています。辻の碑の
ガイドもお願いして再び緑道に戻り、１７１号線を
渡って稲荷神社の急坂を登って臂岡天満宮を
通り、緑ヶ丘公園に着きました。

伊

丹

文

緑ヶ丘公園内の休憩所の横にあります。
句意は「すすきは静かにじっくりと見ていてこ
そ、おもしろさを感じることができる」

化

財

ク

イ

ズ

（ア）～（ウ）の数字を足した数はいくつでしょう？
●岡田家は西暦（ア）年に建てられた。●鴻池稲荷祠碑の碑文は（イ）字から成っている。
●JR 伊丹駅前にあるカリヨンの鐘は（ウ）個ある。
※答えは最後のページに掲載。
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【 町の小さな文化財 第１6 回】

池尻 尾なし堤の水神社(やしろ)
昆陽井の取り
口から下流の池
尻に向って尾な
し堤が築かれて
いる。
尾なし堤の終
点、天王寺川が
武庫川に合流す

尾
な
し
堤
水
神

天王寺川

武
庫
川

る地点に水神の
御影石の社が鎮
座している。傍らの石柱には「池尻尾なし堤 水
神社」と印されている。
「明治二年（1869 年）池尻村絵図 伊丹古絵
図集成本編」には「水神」が記入されているが、
それ以前の絵図（例えば幕末期池尻村絵図 同
本）には見当たらない。同地図が作成される明
尾なし堤の水神社と石柱

明治二年池尻村絵図 矢印先に水神の記入

治２年の３年前、慶応２年（1866 年）に武庫川の
洪水があり、堤防が決壊して池尻村は大被害を
被った。おそらく洪水のあと、水神を鎮めるため
に社を建立してお祀りするようになったのでは
…と想像されます。
（松田 記）

■活動記録（5 月～7 月）

■今後の予定（８月～１０月）

【定例会】
・5/8（火） ・6/12（火） ・7/10（火）

【定例会】
・8/21（火） ・9/11（火） ・10/9（火）

【案内ガイド】

【案内ガイド】

・5/9（水）昆陽寺～郷町館（旭東公民館・歴史

・9/19（水）A コース（NTT・OB 会大阪北支部 大

を訪ねる会 岡山市）
・5/16(金)岡田家（西宮高

阪市）
・9/27（木）A コース（日本セカンドライフ

須公民館活動委員会 西宮市）

協会 宇治市）
・9/29（土）史跡・道標を辿りな

・5/18(金）A コース(NPO 法人ナルク宝塚川西 宝

がら西国街道を歩く（市民ガイド）
・10/12（金) A

塚・川西）
・5/19（土）有岡八景を巡る（市民ガ

コース（労働行政退職者兵庫の会 神戸市）
・

イド)・5/19（土）A コース（淀の水会 三田市)

10/23（火）屋外研修（行基関連）

・5/23（水）A コース（高台歴史を楽しむ会 長

【歴史ロマン体験学習支援】

岡京市）
・7/13（金）A コース（吹豊歩こう会 吹

・8/4（土）鋳造に挑戦

田市）
・岡田家（NHK 文化センター 神戸教室）

・9/8(土)古代瓦をつくろう

【どんぐり座公演】

【有岡城跡の清掃】

・７/31（火）中央公民館（稲野児童クラブ）

9/26（火）
・10/24（火）

【歴史ロマン体験学習支援】
・5/12（土） 刀剣キャンドル

（クイズの答え）
岡田家が建てられたのは 167４年、鴻池稲荷
祠碑の文字数は 405 字、カリヨンの鐘の数は
43 個。答えは合計 2122 でした。

・6/23（土）手拭いに模様をつける
【有岡城跡の清掃】
・5/22（火）
・6/26（火）
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