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の背景や、行基の死後、平安時代後期（1175）
に泉高父（いずみのたかのり）によってまとめら
れた「行基年譜」を基に、僧として仏教を民間に

社会教育課 中畔課長

「行基集団について」を聴いて
今年は奈良時
代の高僧・行基
の生誕から 1350
年を迎えました。
伊丹は行基の業
績が そ こ こ こ に
残る土地柄です。
「行基さん」と親
しみを込めて呼ばれ、その名が「行基町」という
町の名前にもなっています。行基にまつわる逸

伝導したことと数々の土木工事や庶民の救済活
動を、知識と呼ばれる集団と共に行った社会福
祉事業者としての面、二つの側面から行基の業
績を説明していただきました。
行基は天智天皇 7 年（668）、河内国大鳥評
（現・堺市）、百済から来た渡来系氏族の両親の
もとに生まれました。年表をみると、度々遷都が
繰り返されており、激動の時代だったことが窺わ
れます。
驚くべきことは、行基が伊丹の地において、

話もたくさん残っています。伊丹の歴史を語る
上で、抜きにしては語れない人物の一人でもあ
ります。
１月末から行われた社会教育課主催の文化
財ボランティア養成講座でも、行基をテーマに
取り上げられました。講座の締めくくりは養成講
座受講生による市民ガイドで、「行基ゆかりの地
を巡る」と題し、市民の皆さんとゆかりの地を歩き
ました。その後も、各所で行基についての講演

昆陽上池・下池をはじめとする池や溝の築造、
猪名野笹原の開墾、そ
して昆陽施院を建てる
などの社会福祉事業を
行ったのは、彼が 64 歳
の時だったということで
す。人生 50 年もあった
かどうかという時代に、
なんと気力・体力の充

や勉強会が開かれています。
当会も更に行基について勉強するべく、8 月
21 日（火）の定例会において、社会教育の中畔
課長に特別発表としてお話しいただきました。
行基の生きた奈良時代の仏教及び政治関連

実した人物だったので
行基像
しょう。
長い間政府から弾圧を受けていた行基とその
集団は、その業績を認められるようになります。
行基 76 歳の時に聖武天皇より東大寺の蘆舎那

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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仏建立という大事業を任されます。彼は 82 歳で

の告知がありました。そして、「一緒に行基を勉

亡くなったので、大仏開眼を見ることはできませ
んでしたが、偉業を成しとげました。
特別発表の最後に、中畔課長より 11 月の文
化財保護強調月間に予定されている講演など

強しませんか！」と締めくくられました。
（藤原 記）

寄稿

やはり伊丹の酒はスゴい!!

永野 昭一

江戸時代に、伊丹の酒が一世を風靡した時期があったのは非常に誇らしく思っています。
岡田家に展示されている「江戸積銘酒名寄」（天保 11 年：1840 年）では上位に伊丹がズラリと並
び、あとは池田、西宮がわずかに顔を出しているだけ。灘などは最下位で、虫メガネで見なければ
判読出来ないような場所にズラリと並んでいま
す。
果たしてこの番付表は本当に正しいのかな、
もしかして、池田、伊丹に在住の身内で評定
した番付表ではないのか、などと若干の疑念
を抱いていました。
ところが、青木美智雄編集「決定版番付表」
（柏書房）を見て、この疑念は吹っ飛んでしま
いました。
この本には全国の長者番付や神社仏閣、
温泉、その他諸々の番付表が掲載されてい
ますが、この中で三つの番付表に伊丹の酒
が摂津の代表として記述されています。
（1）「諸国産物競」では西の前頭二枚目（右から五番目）に「池田伊丹酒」がセッツの代表産物に挙
げられています。
（2）天保11 年（1840）の「諸国産物大数望（相撲）」では右から四番目、前頭筆頭に摂津の産物の代
表として「伊丹酒」が名乗りを挙げ
ています。
（3）「諸国産物見立相撲」でも西
前頭六枚目に「摂津 伊丹酒」が
登場しています。（この番付表は
割愛します）
以上の三つの番付表を見れば、
全国ベースで数ある産物の中か
ら、伊丹の酒が摂津の代表産物
として認められています。
それも上位で‼

‼

伊丹酒バンザイ
2

旗持ちは見た！

題を意識的に入れられているようです。時に

ガイド見聞録
熊本市の女性市議会議員がのど飴をなめて
議場に上がろうとして、議会が紛糾したとい
う騒動がありました。女性議員は咳が止まら
なかっただけでした。実は、私もガイドする
時、のど飴が必要なのです。緊張すると口の
中がカラカラになり、
話しづらくなるのです。
還暦近くになって、突然そんな症状に襲われ
ました。人前で話すと過度に緊張することか

はクスッと笑える話を用意しています。先日
も、伊丹市の市章に使われている近衞家の合
印紋を説明する際、Ｓさんが「円の中の印に
少し手を加えると、あの有名なブランドに似
ていませんか？」と問いかけます。すると、
ひとりの女性が「あ、シャネルのロゴマーク
ですね」と答え、参加者たちは笑いに包まれ
ていました。
参加者が求めているのは難しい話ではなく、
楽しい話なんだと感じました。そのために、

ら起こるようです。その対策として、ガイド
の際はのど飴が役立つのです。
そんな理由もあって、入会してからガイド
することに消極的でした。ところが、班の人
員が少なくなり、そうも言っておれない状況
になったのです。私は入会して 3 年が過ぎよ
うとしています。そろそろ、Ａコースぐらい
はひとりでガイドが出来るようにならないと
いけないというプレッシャーを背中に感じる
のです。

Ｓさんは難しい言葉を出来るだけ使わない
ようにしているそうです。
文化財のガイドでは随所に難解な言葉が登
場します。そんな時はクリアブックに挟んだ
写真や解説を示しながら、丁寧に説明を付け
加えていました。
また、もうひとつ大切なことは、
ゆっくり話す
です。これは
簡単なよう

そこで、ガイドの国家資格を持ち、名ガイ
ドと評判の高いわが班のリーダーＳさんから
ガイド術を学ぼうと、旗持ちをさせてもらう
ことになりました。
ちょうど、9 月 27 日と 10 月 4 日、2 週連続
で木曜班のガイドが入ってきました。どちら
の団体も 20 名弱の参加で、2 名体制のガイド
にはちょうど良い人数です。
2 日間同行して、ガイドの極意を観察して

でなかなか
難しい。私
のように緊張
しやすい性格だ
と、つい早口に。でも、年配の参加者が多い
ガイドではゆっくり話すことが必須条件です。
加えて、Ｓさん自身が注意していることは
長く話さないことだと言われます。参加者は
ガイドを立ったままで聞くのですから、1 カ

きました。
Ｓさん
のガイド
は、端的
にいうと、
文化財の
歴史や価
値を伝えるというより、参加者に楽しい話を
聞かせるという感じです。そのため、話の要
所に聞き手が興味をそそるようなソフトな話

所につき 10 分程度、長くて 15 分程度で話し
終えることを心掛けているそうです。
「人生もガイドも、経験と工夫が大切」と
いうことでしょうか。私にはＳさんの域に達
することは不可能に感じますが、ガイドは場
数を踏むことで上達するという言葉を信じ
て、経験を積み重ねることにしましょう。
のど飴を口に忍ばせながら…。
（金川 記）
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以後、7 月 21 日を稲荷祭とし、午前中は
天日神社で礼祭が行われ、日が暮れてから、
浴衣を着て荒牧の者が参った。
最近では、7 月 21 日の夜は稲荷神社の
前の道は車両通行止めとし、子供の書画展
を開催します。昔は花火の打ち上げや伊丹
の傘飴や駄菓子屋が店を並べていました。
現在は若中、子供会が中心となって、子
供の書画展は勿論、金魚掬い、ヨーヨー釣り、
綿あめ、夜店くじ、カキ氷やアイスクリームな
ど、最後にビンゴゲームが行われます。ピー
ク時には前に歩けないほどの人が出ます。

【町の小さな文化財 第１７回】

口丸稲荷

荒牧には口丸稲荷という小さな稲荷があ
ります。明治の初め頃、荒牧に大火が有り、
また天王寺川の堤防がよく切れたりと、天
災・人災が多かった。村人が京都の寺に参
った時、「信心が足りないからだ。荒牧の鬼
門を祀れ」とお坊さんに言われた。そこで、
荒牧の鬼門に当たる場所は口丸氏の所有
地で、隣に竹藪が有り、そこを開いて稲荷を
祀ったと伝えられています。お祀りしている
祭神は正一位高姫稲荷大明神です。現在
は天日神社の管理となっています。

京・アラカルト ⑨

●天日神社
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口丸稲荷
荒牧中学
中国自動車道

（林 記）

京ことば （2）

池田利男

京のことばの特徴は、ハー（歯）へー（塀）ロージ(路地) コーテ(買って)の
ように長く引く音が多く、ゆったりとした感じを与える。
あも

餅

しるい

ぬかるんでいる

べったこ

びり

あいさに

時々

せーだい

うんと

ほかす

捨てる

いかき

ざる

せつろしい

忙しい

ほたえる

じゃれ合う

いちびり

剽軽もの

せんぐり

次から次へと

やくたい

迷惑

いらう

触れる

そーろと

ゆっくりと

やにこい

壊れやすい

いらち

落ち着きのない

たんと

沢山

よさり

夜

うさる

有り余る

だんない

差支えない

わや

台無し

えんばんと

あいにく

てんご

悪ふざけ

けったいな

奇怪な

おいない

おいで下さい

ねき

～の傍

あんばいよう

順調に

こーとな

地味で上品な

ねぶる

舐める

あきまへん

良くない

はんなり

上品で明るい

へたばる

座り込む

どんくさい

へたくそ

もっさり

野暮ったい

おーきに

ありがとう

しんどい

疲れた

ほっこり

ほっとする

はばかりさん

ご苦労さん
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気ままに 会員インタビュー
※会員の入会動機や活動の思い出などを聞きました。
今回は平成 16 年入会した 9 期生の N さん。
当時 12 名が入会し、その中に女性が 3 人いて、
＜3 人ピンクレディ＞と言われていたとか…。
聞き手：入会の動機を教えてください。
Ｎ さん：京都にある美術系の大学を卒業してか
ら、京都市埋蔵文化財研究所というところで発
掘作業の仕事をしていたんです。京都市って、

と、洒落っ気があったんでしょうね。
N さんはどんぐり座に入会し、美大での経験を
生かして紙芝居の絵を描いたり、ハーモニカを
吹いたりしています。入会のきっかけを聞くと。
Ｎ さん：同期生の T さんから、「桜物語を作り始
めたところで、セリフは出来ているので絵を何
枚か描いてもらえないか」と頼まれたんです。

ほぼ全部が遺跡分布地図の上に住んでいるよ
うなものなので、家や道路の建設工事が始まる
と文化財の名残が出ます。工事を一時ストップ
させて、その間私たちが調査発掘をします。
遺跡発掘に携わってから文化財に興味を持ち、
伊丹市の養成講座を受講したそうです。
聞き手：ホームページの「伊丹にゆかりの人物」
の中で原老柳の原稿を書かれていていますが、
興味があったのです

登場人物のエリザ・シドモアや高峰譲吉らの有
名人は文献を参考にして描きました。その他の
人物は服装や髪形の時代考証をしながら、金
髪、ハゲ頭、ポマード頭に描き分けました。描い
ていて、面白かったですね。それから、どんぐり
座に参加するようになったのです。
ＮさんはＩ前会長に弟子入りして、ハーモニカ
の練習をされたとか。子どもたちや老人に紙芝
居を披露する活動は楽しいそうです。

か？
Ｎ さん：酒好きの医
者というところかな。
老柳は伊丹の酒をこ
よなく愛した人なんで
す。それで、郷町に
住んで医者として開業していたんです。幕末の
頃の名医と伝えられている人で、破傷風や天然
痘の治療に貢献したそうです。「老柳の水盥（た
らい）」と呼ばれる逸話があるんです。診療報酬

聞き手：ロマン体験学習の活動には積極的に
参加していますね？
Ｎ さん：子どもたちが上手に道具を使って物を
作っているのを手伝うのが面白いんです。子ど
もは無邪気で面白いですよ。制作物が余ってい
る時は、私も一緒に作ったりしています。
Ｎさんは平成 22 年にロマン体験学習として発
掘作業をした思い出を語ってくれました。
Ｎ さ ん ：こ
とば蔵が建

の受け取り方が変わっていて、老柳の診療所
の玄関には行水が出来るほどの大きな盥が置
かれていたそうです。診療を受けた人が診療費
や薬料の代わりに大根・米・麦などを品物で納
めたんですが、お金で納める人は名前を書い
た紙で銭を包み、水を張った盥に入れるんです
ね。時間がたつと紙は水に溶けて誰が幾ら払っ
たかが分からなくなる訳です。これだと病気や
怪我の大小や患者の貧富の差に関係ないので

設される前
に、埋蔵文
化財発掘調
査が行わ
れたんです
が、ロマン
体験学習として、子どもたちに発掘を体験して
もらったのです。史料によると江戸時代に酒蔵
があったところです。子どもたちはスコップ片手

安心だったのですね。そこには老柳の思いやり

に発掘を体験していました。
5

現在母親の介護などでガイドする機会が少な

いんです。

くなったそうですが、印象に残っているガイドの
場所について話してくれました。
Ｎ さん：木曜班の市民ガイドで担当した「破戦
道」が好きです。有岡城惣構の高低差が良く分
かる場所ですし、有岡八景として詠まれた「真
帆片帆 なにわあたりや 朝かすみ」の俳句は
秀逸だと思います。この場所から見える軍行橋
の橋げたが舟の帆のように見える錯覚が面白

お薦めの本
子ーたー

人生で最後に食べたいものを尋ねると、＜美
味しいブラックコーヒーを飲んで、香ばしい耳つ
きトーストをかじりたい＞という質素な答えが返
ってきました。
（紙面の都合上、インタビューの一部しか掲載で
きませんでしたが、全編はホームーページ（雑
記帖）に掲載しています。

亀田俊和「観応の擾乱」

歴史本としては異例のベストセラーになった「応仁の乱」に続いて、中央公論
新社が出版した新書です。観応の擾乱とは、足利尊氏とその弟直義が対立し
て起きた、初期の室町幕府の内部分裂。北朝南朝を巻き込んでの骨肉の騒動
は複雑に優劣が入れ替わります。その兄弟げんかに巻き込まれたのが尊氏派
の高師直で、直義派の武将に敗れて武庫川沿いで斬首されます。
「師直塚」のガイドに役立つ本ですので、是非ご一読を。
（金川 記）

活動記録（8 月～10 月）

今後の予定 （11 月～１月）

【定例会】
・8/24（火） ・9/11（火） ・10/9（火）

【定例会】
・11/13（火） ・12/11（火）

【案内ガイド】
・9/16（日）岡田家（茨木シルバ

・1/16（水）

ーセンター 茨木市）
・9/19(水)岡田家・A コース

【案内ガイド】
・11/3（土）行基の足跡を巡る（市

（NTT.OB 会大阪北支部・大阪市）
・9/23(日）郷町

民ガイド）
・11/9（金）A コース（NPO いきいきシ

館(ひょうご北摂体験ツアー 大阪市）
・9/27（木）

ニアゼミナール 宝塚市）
・岡田家（福崎町駅前

A コース（日本セカンドライフ協会 宇治市)

老人クラブ 福崎町）
・11/10（土) A コース（笹

・10/4（木）A コース（LSC 関西散策ランチの会

原ブロック老人会 伊丹市）
・11/14（水) A コー

神戸市) ・10/12（金）A コース（労働行政退職者

ス（新現役ネット関西支部 大阪市）
・11/18（日）

兵庫の会 神戸市）
・10/14（日）岡田家（あなぶ

A コース（豊中庄内校区福祉委員会・豊中市）

きツアー 高松市）
・10/25（木）有岡城（県立西

・11/21（水）岡田家（蓮池消費者学級・神戸市

宮今津高校 西宮）
・10/27（土）A コース（阪神

垂水区）
・11/22（木）A・B コース（NPO 法人大阪

オータムフェスタ）
・10/31（水）A コース（いき

府北部コミュニティカレッジ 豊中市）

いき健康教室 三田市）

【どんぐり座公演】
・11/22

【屋外研修】
・10/23（火）竹林寺（行基関連）

【歴史ロマン体験学習支援】

【どんぐり座公演】
・7/31

・11/17（土）ブレスレット

稲野児童クラブ

【歴史ロマン体験学習支援】

・12/1(土)クリスマスキャンドル

・8/4（土）金属製勾玉造り

【有岡城跡の清掃】

・9/8（土）ブックマークを作る

・11/24（土）市内一斉清掃

・10/20（土）一弦琴

・12/25（火）

【有岡城跡の清掃】
・10/30（火）

・1/22 （火）
勾玉造り
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天神川小学校

