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平成 3１年を迎えて

✿✿✿年男・年女✿✿✿

会長 内田 襄

亥・年女の一言

新年、あけましておめでとうございます。
皆様は良い年をお迎え
のことと思います。

山内 富美子
「今日できたことが、明日もできるといい
なあ！」という、ささやかな望みをもって、

昨年は、会の行事にご
協力いただき、ありがとう
ございました。
本年もよろしくお願いい
たします。
また、災害や、事故が多い年でした。伊丹市

心身を鍛えつつ、日々新しい事を見つけ、新
しい出会いを楽しみながら、一日一日を大切
に、豊かに生きていきたいと思っています。
最後まで、心弾む、品格のある人生を送り
たいですね。

でも、今まで経験した事のない台風被害による
長時間の停電により大きな被害を受けた方も多
かったと思います。他人事に考えている事が身
近なところで、起こり得ることを改めて考えさせら
れました。
最近、ボランティア活動の場において環境が
大きく変化しています。みんなで工夫し、お互い
に協力しあいながら解決し、楽しい活動にして
いきたいと思います。

７回目の亥年を迎えて
酒井 かづえ
昭和 10 年生まれの私は、戦前、戦中、戦後
そして平成の最後まで生きながらえています。
会のメンバーになって 17 年皆様のお蔭で、
微力ながらガイドなどを楽しく勤められたこ
とを感謝します。
「年月は身体を老いさせるが、前向きに生

今冬は、暖冬といいながら寒暖の差が大きく、
体調を崩しやすいようです。
十分に健康に留意され、風
邪（特にインフルエンザ）に
注意しましょう。

きる情熱があれば心は老いない」
他人様のお役にたつ間はボランティア活動
を続けたいと存じます。そろそろ「終活」を
しなければならなくなり、最近ひとつ実行し
ました事は尊厳死協会に入って「延命治療は

【ボランティアガイドの案内】 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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絶対しない」と意思表示を自分でし、家族に

神社の主祭神は、

も了解を得ています。
又、80 歳の時 8020 運動で自分の歯が 20 本
以上残っているとの事で表彰されました。
「歯
は口をかえ、
口は顔をかえ、
顔は表情をかえ、
表情は人格をかえる」と申します。なるべく
自分の歯で良く噛み、なんでも食べられる日
の続くことを願っています。

桓武天皇に遷都を
進言し、平安京の
建都を推進した
「和気清麻呂」とその
姉・和気広虫。拝殿前に狛犬ではなく、狛猪
像があるのは、イノシシが清麻呂を守護したとい
う故事にちなむ。
『日本後紀』によると、「和気清麻呂は、弓削
道鏡による皇位簒奪の策略を暴いたこと（「宇佐
八幡宮神託事件」）で恨みをかい、流罪となる。

善行へ猪突猛進
末次 弘幸
昨今イノシシは、田畑の農作物を荒らし、住
宅地で暴れ回る「害獣」として嫌われているのだ
が、イノシシを「霊獣」として祀る神社がある。
その神社の名は「護王神社」。亥年生まれの
守護神社で、
「いのしし神
社」とも呼ば
れている。
京都御苑蛤

アキレス腱を切られ、足の不自由な状態で流刑
の地・大隅国（現在の鹿児島県）へ向かう途上、
宇佐八幡宮に立ち寄ろうとした際、道鏡が送っ
た刺客に襲われる。そこに現れたのが 300 頭の
イノシシで、清麻呂を取り囲んで護り、宇佐まで
の道中を無事に案内した」という。
余談ながら、1899 年（明治 32）から 15 年にわ
たり発行された十円紙幣の表面は清麻呂の肖
像画だが、裏面には清麻呂の守護獣・イノシシ
が描かれた。

御門の筋向か
護王神社
い、烏丸通沿
いにあり、鳥居と拝殿前に「狛猪」像が鎮座して
いる。また、手水舎には「水を噴き出す猪のブロ
ンズ像」があり、鼻を撫でると幸せになるとのこと
で、鼻だけがピカピカに光っている。

今年の初詣は護王神社へ。狛猪さまたちに
「亥年生まれの一人として、ボランティア精神に
のっとり世のため人のため一途に尽くす、善行
へ猪突猛進の霊獣を目指します」と、誓った次
第である。

寄稿

恵美須大神と静止(シシ)像

中村享子

西宮神社に御鎮座の恵美須大神は武庫の沖から御来臨になり、
最初鳴尾でお祀りしていたとの口碑があります。小松ではその
大神が毎年正月九日の夕に押照宮(岡太神社)で高潮や洪水等
の災害を未然に静止(防止)して五穀豊穣をもたらす猪(静止)
打神事をされると伝えられ、この神事の妨げにならぬよう斎
籠(イゴモリ)をする風習がありました。これは静止と猪にかけ
たもので、猪は大神の使わしめと云われています。
当社では摂社に大神をお祀りして昔語を後世に伝えるよすが
として彫刻家柏木秀峰作の静止像(亥)を設置しています。
岡太神社：阪神武庫川駅下車徒歩
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金曜班主催 屋外研修

生駒谷の竹林寺･行基墓を訪ねる
護神である八幡信仰が興隆し、神功皇后一家
の夫(仲哀天皇)･子(応神天皇)･両親の五坐が加
えられ七坐が祀られています。秋の例大祭「火
祭り」では御輿の渡御、神楽、火取りなどが行わ
れ、また往馬大社は古くから火の神として崇めら
れています。
往馬大社から南へ行き第二阪奈道路を潜り、
生駒山麓の丘陵地を造成した住宅を抜けて丘
今年（平成 30 年）は行基菩薩(大僧正)生誕
1350 年の記念すべき年に当たります。伊丹市も
行基さんとたいへんご縁のある町ですので、久
しぶりに文化財ボランティアの会の屋外研修を

陵地を上って行
くと、竹林寺古
墳の一段高いと

生駒谷の竹林寺･行基墓を訪ねることにしました。
行基さんは 749 年 2 月 2 日(数え歳 82 歳)に奈
良の菅原寺(現在は喜光寺)で入滅され、生駒谷
の往生院で火葬されて遺骨は四十九院の一つ
生駒仙房(現在は竹林寺)に葬られました。

ころに竹林寺と
行基墓や忍性
墓が あ り 、 行基
忍性墓
墓は国指定の史跡になっています。平成 10 年
に再建された本堂に上がって、ご本尊の文殊菩
薩騎獅子像と行基菩薩座像にお参りした後、行

10 月 23 日の当日は JR 伊丹駅で 8 時 30 分
に集合して、鶴橋駅で近鉄奈良線に乗車。生駒
駅で生駒線に乗り換えて一分駅に着いたときは、
途中からの参加者も合わせて 20 名になりました。
一分駅では生駒市観光ボランティアの会から 4
名のガイドさんに迎えていただきました。
前夜の天気予報で生駒市は 3 時頃から小雨
ということでしたが、駅に着いた時にはもう小雨
が降っていました。生駒谷は西の生駒山地と東
の矢田丘陵に挟まれた谷あいの町で、北から南

基墓と忍性墓へもお参りしました。
本堂が再建される前のお堂は昭和初期に質
素な仮本堂が建てられたものの、長年の風雨で
倒壊寸前の状態だったものが第二阪奈道路建
設で竹林寺所有地が買収され、その資金で本
堂が再建されたそうです。本堂横の庫裏でお茶
の接待を受けて、昼食を摂らせていただきまし
た。
西側山手の方へ上って行くと、小さい集落の
中の高台にひっそりと佇む本堂が見えてきまし

に流れる竜田川沿いに大阪奈良古道の一つ清
滝街道(大阪四条畷から奈良竜田まで)が南北
に通っています。最初の目的地の往馬大社へ
傘をさして出発し、西へ生駒線と清滝街道竜田
川を渡って集落に入り、突き当たりを北へ少し
行くと往馬大社があります。往馬大社はたいへ
ん古い神社で、去る平成 21 年に千五百五十年
紀を迎えたとのことです。格式も延喜式では官
弊大社に列せられ、当初よりの伊古麻比古と伊
古麻比賣の二座に加え、鎌倉時代に武家の守

た。階段を上がると本堂前に風雨で角が摩滅し
た二基のどっしりとした宝篋印塔がありますが、
重要文化財の標識がなかったら誰も気がつか
ないほど本堂も宝篋印塔もひっそりと建ってい
ます。
そこから南へ丘陵地に造成された青山台住
宅群を通り抜けて、輿山墓地西側の細道を行く
と行基さんが火葬され荼毘に付された往生院が
あります。本堂の前に古い宝篋院塔が一基あり、
これもまた重要文化財です。本堂の裏に回ると
3

行基供養塔として五輪

は住宅地の中ですが、当時は山林の中でした。

塔があり、その背後に
十三仏卒塔婆が安置さ
れています。この三ヶ寺
とも無住寺とは驚きです
が、地域の人々の信仰
で大切にお守りされて
いるのでしょう。
明治 5 年にこの青山台で土取り中に偶然、墓
誌が発見されました。墓誌は長方形の銅板で銘
文を陰刻してあり、銘文から美努岡萬（みのの

その墓誌には、岡萬は 701 年に遣唐使の一員と
して唐に渡り帰国して従五位下を授かり主殿寮
の頭に任じられ、728 年に 67 歳で没しています。
その墓誌は重要文化財に指定され、東京国立
博物館に所蔵されています。
これでガイドさんの予定は終了し東に下って
帰途の南生駒駅に着きましたが、利き酒組は駅
東にある地元酒蔵の菊司に立ち寄り、自由にい
ろんな銘柄をいくらでも試飲できて楽しみまし
た。

おかまろ）のものであることがわかりました。現在

（古結（準） 記）

阪急・阪神沿線観光あるき①

伊丹郷町と長寿蔵をたずねるコース
一週間程前から気になっていた天気予報、
27 日土曜日は午前中雨模様という情報に「が
っかり、うっとうしいな」というのが正直な
気持ちです。前日予報でも朝 9 時過ぎまでは

した。
Ａ班が先に、時差でＢ班出発という流れで
東リいたみホールの西側の道を北へ向かって
有岡城の西のライン、石垣を見ながらＢ班は

小雨との事でした。しかし、当日朝７時には
もう雨も無く家を出る 8 時半頃には晴れ間が
のぞきました。もっとも少し風はあったので
すが、参加者や関係者の誰か強烈な晴れ男晴
れ女がいたのでは…。
リータ４階の集合場所へガイド一番乗り
で着いて、まちなかにぎわい課の方に参加者
数を聞くと、
当日不参加3名で計23名との事。
いつもより少ない参加者数に、このコースに
新鮮味がなくなったのか、良い季節の良い天

有馬道に入り
最初の文化財
『猪名野神社』
に到着し、説
明しました。
途中参加者数
人に聞くと、
市内の既経験者や神戸など市外からの方と
様々な参加者がおられました。猪名野神社で
は通常の案内以外に阪神淡路大震災に始まり、

気ということで色々な所にでかけられたのか。
いずれにして
も 23 名をＡ
班（赤ストラ
ップ組）Ｂ班
（青ストラッ
プ組）
に分け、
Ａ班は瀧内さ
ん、荒西さん Ｂ班は松田さん、山本が担当

今年の地震、
台風の被害、
特に本殿などの社、
樹木、石灯籠などの無残な姿にびっくりされ
ていました。
次の三軒寺広場からは二手に分かれ、Ａ班
は先に有岡城跡から荒村寺・本泉寺・墨染寺
と回り、Ｂ班はストレートに墨染寺・本泉寺・
荒村寺、そして有岡城跡のルートを通り最後
に『みやのまえ文化の郷』で集合という計画
で進みました。途中荒村寺前の道で両班が鉢

で 9 時半過ぎにリータを出発しま

合わせたり、三軒寺広場ではオータムフェス
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ティバルに来られ
た藤原市長にお会
いしたりといろん
な出来事がありま
した。緊急トイレ
はＪＲ前での１回
きりで済みました。三軒寺広場、旧岡田家に
ついては北阪神オータムフェスティバルの行
事とかち合ったので、余り詳しくは説明がで
きず残念でした。

人数的に 10 数名というのは縦長の歩きや
信号待ちも無く、説明もしやすく皆さんも聞
きやすく見やすかったと思います。参加者が
少なかったのは少し残念ですが、来年からこ
のツアーのやり方が変わってガイド不用にな
る案も出ているとか。もしそうなるなら人対
人の出会い、コミュニケーションが見直され
ている昨今大変残念なことだなと思います。
（山本 記）

文化財保護啓発事業・市民ガイド

行基の足跡を巡る
文化の日（11 月 3 日）で絶好の秋の行事日和。

3.昆陽池の溝（用水路）

午前９時に博物館前に集合した 24 名のうち多く
が、午後から昆陽寺で催される行事にダブルヘ
ッダーで参加されました。
社会教育課中畔課長のオープニング挨拶と
随所に同行するベイコムカメラスタッフの紹介が

助安出樋(すけやすしゅっぴ)と名のついたも
のと合わせて３ヶ所の出樋を右手に見つつ、伊
丹西高校沿いに歩きました。テーマから外れま
すが、藤原俊成の歌碑「はつしもは ふりにけら
しな しなかとり ゐな乃さゝはら いろかはるま

され、秋晴れのもと歴史散歩が始まりました。
1.安楽院(願成就寺)
願成就寺は僧行基が畿内四十九院を建立し
昆陽池築造
の成就に依
り、「わがね
がいすでに
なれ」と千
人の僧を招
じて落慶法

で」や道標を見るにつけ、千年前の風景を想像
してみます。税金を納めた都からの帰り道の旅
人は笹原の中の道標に刻まれた「左池田妙見
道」を見て、「やれやれ、あと少し歩けば昆陽の
布施屋だ」と、ひと心地ついたのでは。
4.昆陽井（こやゆ）
水路沿いに歩き 11 時過ぎ、昆陽井に着きまし
た。昆陽井は武庫川の上流で取水し、昆陽、池
尻、寺本、山田、野間、御願塚、堀池、南野で構
成した江戸期の８ヶ所の村に、現在の西野を加

要を行い開山した寺です。国語の読み方では
せんぞうですが、ここの地名はせんぞと呼び慣
わされています。
2.たんたん小道
かつて広大に水をたたえた昆陽池が宅地と
なり、堤防の名残がたんたん小道の土手になり
ました。珍しい植物ラクウショウの気根が生えて
います。漢字で落羽松と書きますが、実は杉の
仲間におきる形態です。松と杉、杉と桧を見分

えた９ヶ所で構成される昆陽井水利組合が管理
しています。
5.昆陽寺
僧行基の功
績の一つに、
昆陽布施屋を
創立した こと
があります。
都に租税を運

けられる人はかなりの上級者です。

ぶ客は、交通費も宿賃も自腹で賄っており、布
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施屋は道中餓死しそうな人々を救うための施設

治したという言い伝えがあります。

です。伽藍配置などは無く、掘立柱建物程度の
質素なものだったため、現在の昆陽寺境内にそ
の確たる証拠は出土しておらず、昆陽近隣に建
っていただろうと想像されるだけです。
6.閼伽井(あかい)
閼伽井は、梵語で水という意味で、特に仏様
に供える水を意味します。昔は疱瘡に効く霊水
として飲まれたそうです。行基がこの水で病人を

7.四つ洽(よつごう)
洽とは、用水を正確に分ける施設で、ここで
昆陽、御願塚、南野、寺本の４つの用水に分か
れて流し出し、いずれの用水も流末は金岡川で
す。
昆陽寺の解説が終わった時点で１２時になり、
閼伽井と四つ洽はオプション参加となりました。
（中村 記）

研修バス旅行

加西・福崎方面を散策
います。
防空壕跡は、民間のものと違い、保存状態が
良く天井も高い大きなものでした。天台宗寺
院北栄山羅漢寺は、慶長年間に作られたとさ
れる五百羅漢の古刹です。約500体の素朴な石
像は、一体一体顔も結印も異なり円空が刻ん
だ木彫りの仏のような、簡素表現の中に深い
信仰心がみられます。入口の門におわします

心配された雨も前日上がって、例年になく最
高気温予想 22℃という暖かさの中、会員以外を

仁王様も柔和な顔立ちです。境内で記念写真
を撮った私たちも羅漢に仲間入りでしょうか。
「これから語る話はすべて遠野の人である
佐々木鏡石より聞いたものである」という美
しい文章で始まる遠野物語は、民俗学の本と
いうより、純文学書のようです。松岡家に8
人兄弟として生まれ、柳田家に養子として引

含め 46 名で出発しました。
鶉野飛行場跡はミッドウェー作戦が失敗し
戦況が悪化した中に、姫路海軍航空隊の基地
としてパイロットを養成するために増設され
ました。97式艦上攻撃機などで多くの隊員が
出兵し、飛行機を形取った慰霊碑に祀られて

コラム

― 吊し柿 ―

先日、店頭で求めたしぶ柿の皮を剥いた。きれいなうっすらとした赤
茶色のいわゆるかき色である。今年も干し柿の美味しいのを味わいた
い為に皮を剥きつつ、これは国内の何処で幾多の風雨にも耐え育って
きたんだろうと思いを巡らす。
晩秋の柔らかな陽を浴び育った実。三個ずつを一本の紐に吊るして
並べる。時折、早く柔らかくなるように手でやさしく揉んで助けている。
あと二週間もすれば茶色に変わり、皮の表面に白い粉が吹き出して
くれば出来上がり。
そのまま食したり、正月の鏡餅に添える事が出来る。孫息子の大好物でもある。
年末の楽しみの一つ。
（柳沢森夫）
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き取られた柳田國男

大庄屋三木家住宅は地場産業を発展させる

は日本民俗学の父
と評されています
が、3人が他界して
残った5人の兄弟
も、医者や35ヶ国語
に堪能な海軍軍人な
柳田國男像
ど、他の方々も偉人揃
い。日本一小さな家から立派に育ったもので
すね。
故郷七十年に登場する河童兄弟、河太郎(が

ためでしょうか、持ち家の庭を削らせて銀の
馬車道の道路として幅を広げさせたそうです。
もちむぎの館で昼食をとっている時に少し
雨が降りましたが、ほどなく上がりました。
西国二十六番法華寺一乗寺。国宝の三重の
塔を通り、本堂に至るまでの262段の石段を登
りました。本堂の欄干から見渡す景色は美し
い曲線をなす
三重の塔、い
ろは紅葉、雨

たろう)河次郎(がじろう)をモチーフとした
からくり細工が１日８回、池の中からブクブ
クと泡を出して予兆し水中から上半身を出し
ます。また、山小屋からロープづたいに逆さ
釣りになった天狗が奇声を発しながら、何だ
か鳩時計みたいに登場し観光客をおもてなし
します。その手にはヤツデの葉でなく、どら
焼を持っています。妖怪なだけに「何か用か
い？」と尋ねたら、「土産に、もちむぎどら
焼を買いなさい」と言ってたような言わなか

上がりのもや
に霞む常緑樹
が長谷川等伯
一乗寺
か東山魁夷画
伯の名画のよう。石段を登った若干の疲労感
と冬にしては暖かな湿った空気が清々しく、
大きな木魚の低い音、お経が聞こえてきて、
ありがたい気持ちに浸りました。
美しい紅葉と社寺の景色が楽しめ、伊丹に帰
って家についた頃にザーっと雨が降る、程よい

ったような。（笑）

天気のバス旅行でした。

（中村 記）

【 町の小さな文化財 第１8 回 】

軍行橋東詰堤防の上流側に東宮御野立所の
石碑（下河原 1 丁目）がある。
東宮御野立所碑と軍行橋
明治４４年 11 月に北摂地域で陸軍第１６師団
（京都）と第４師団（大阪）対抗の大演習が行われ、東宮殿下（のちの大正天皇、当時は皇太子）が
演習に臨まれた。そして、当地で休憩されたのを記念して明治４５年に神津村の有志が建立した。
碑の立つ堤防上からは、伊丹台地とそれに続く平野部が一望に
見渡せ、野立所として恰好の場所であることが分かる。
この大演習のために猪名川に新たに橋を設置して“軍行橋”と
命名したと言われている。明治４４年の地図によると、設置場所は
現在の軍行橋とほぼ同じ位置にある。
それ以前の橋は明治２０年の地図によると現在より 200m ほど
下流の旧西国街道が堤防につきあたる位置にあって、西国橋と
呼ばれていたようだ。
橋はその後幾度か架け替えられ、西国街道も新道（国道 171
号線）に変わったが、軍行橋の呼称はそのままで現在に至って
いる。
（松田 記）
東宮御立所石碑
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この2つの溝が天神川、天王寺川に相当する

＜研究発表＞

と考えられます。
その根拠として２つの点があります。
① まず河川流路が条里と一致して人工的
であることが挙げられます。
伊丹台地は台地中心部が高く尾根を形成し、
左右は落ち込むようなカマボコ状の形をして
います。したがって長尾山系からの水は伊丹
台地に流れ込むと図の矢印のように台地左右
の低地へと流れ落ちるのが自然です。ところ

昆陽池の成立ち
松田 孝雄
行基の活躍を記した『行基年譜』には、猪
名野における行基の活動が記されています。
それによると天平13年（741）に昆陽上池・昆
陽下池および他の計５ヶ所の池、昆陽上溝・
昆陽下池溝の2ヶ所の溝を開発したとされて
います。

が天神川、天王寺川ともに伊丹台地の尾根筋
の標高の高い不自然なルートをたどって流れ
ています。
これは人工的に造られたものと考えるのが
順当でしょう。
②『行基年譜』による流路延長一千二百
丈（約3600ｍ）が現状の4200～4400mとほぼ一
致することが挙げられます。なお『同年譜』
による河川断面形状の幅六尺（1.8m）、深四
尺（1.2m）は上溝構築当時のものであって、
現状はこれよりはるかに大きいです。しかし
これは洪水による土砂の流出、堆積、拡幅工
事等により、千年以上の年月を経て河川断面
が変化したと考えれば矛盾はありません。

図-1「猪名野における行基の活躍」の部分に加筆

伊丹台地は北側の長尾丘陵に接し、南面に
緩やかに傾斜して台地の中央部に東西方向の
陥没地形があります。陥没地形といっても完
全な窪地ではなく、傾斜がややなだらかにな
っているという程度の地形です。
台地のうち、長尾山系から陥没帯までの区
間は、丘陵から流れ出す河川による水の供給
が可能です。しかし陥没帯より南側は河川水
からの供給は期待できません。
そこで陥没帯にため池（昆陽上池、昆陽下
池）を構築して、ため池に水を導く昆陽上池
溝、昆陽下池溝を設けました。

図-２「猪名野地域の条里制概念図」（部分）
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図-２は伊丹台地地域の条里区画を示してい

貯水池は隣接する千僧浄水場へ供給する

ます。これを見ると格子状の区画が伊丹台地
周辺には割り付けられていますが、台地部は
空白になっており、区画が制定されていませ
ん。
水利に恵まれなかった伊丹台地が開発か
ら取り残されていたことが分かります。
図はいずれも『平成21年度秋季企画展古代
の猪名野』伊丹市立博物館より

用水を一時貯留するための設備です。用水は
宝塚市内で武庫川から取水して、直接管路で
送水されます。

昆陽池の溝
図-3は幕末の水路図ですが、現在も当時と
ほとんど変わっていません。
昆陽池への流入（入樋）は天神川からの1
ケ所で、今も川からの取水ゲートは設けられ
ていますが天神川の水量が少ないため実質取
水はされていません。池の水質保全のため、
地下水を汲み上げて昆陽池に送水しています。
流出（出樋）する溝（用水路）は①～③の3
つのルートがあります。
① 助安出樋と名称がついていますが現在
もそのように呼ばれているかは不明です。水
量はほとんどない様子です。
② 流出する水量が多く、
今も用水として使

現在の昆陽池
江戸時代の史料によると約50haの広さが
あったといわれる昆陽池は戦後、都市化の進
行を受けて大きく変化しました。昭和35～36
年には東部約1/3が埋め立てられ、
企業の社宅、
グランド、さらに県立特別支援学校などが建
設されました。たんたん小道に見られる松の
大木は埋め立てられた池の堤防の名残りです。
一方で都市部の貴重な自然を残そうとす
る考えのもとに、昭和47年から57年にかけて
総合公園・浄水場用貯水池としての整備が行
われました。現在では昆陽池公園の全域
28.5haの中に12.5haの自然池と4.5haの貯水
池の2つがあります。

用されているようです。地元の人に水路の名
称を訊ねたところ、とくに名称はないようで
した。
③ この水路も昆陽池からの供給は少ない
ようです。水路に沿って側道があり、県立西
高校の裏を通る辺りは奥畑緑地と呼ばれる緑
地帯になってい
入樋
ます。寺本地区
で昆陽井と合流

昆陽池の溝

しています。

昆陽池

③
出樋

②

図-３「昆陽井水路図」部分に加筆『伊丹市史』第二巻より
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①

博物館見てある記①

大阪府立狭山池博物館
（所在地：大阪狭山市池尻中２丁目）

末次 弘幸

行基のコーナーには行基菩薩坐像のレプリ
カと行基が生まれた家原寺、工事を行った昆陽
池、久米田池、東大寺、お墓がある竹林寺のパ
ネル写真が展示されている。狭山池の堤の断面
に行基の改修と伝わる高さ 60ｃｍの盛り土が見
られ、そこには敷葉工法が使われていたことが
分かる。『行基年譜』には、行基が狭山池を改修
したことと 731 年（天平 3）に狭山池院と尼院を建
大阪府立狭山池博物館で行われた見学会に
参加した。ＪＲ伊丹駅からＪＲと南海電車を乗り継
いで大阪狭山市駅まで約１時間、さらに駅から
徒歩約 10 分の距離にある。
狭山池博物館は狭山池のほとりに建つ。史跡
狭山池の堤や出土文化財を中心に展示を行う
「治水灌漑の土木遺産を伝承する」博物館。安
藤忠雄氏の設計で、約 43 億円をかけて 2001 年
にオープンしたものである。
見学会のはじめにホールで 30 分間程度ビデ

てたことが記されている。
昆陽池のほとりの昆陽施院（731 年）、久米田
池のほとりの隆池院（734 年）など、行基は築造・
改修した池の
そばに寺院を
建てて、池の
管理施設とし
ての機能を持
たせたようだ。
重源は木製

オを見た。狭山池誕生の経緯から繰り返し行わ
れた改修工事の様子を紹介するものである。そ
れによると、狭山池は推古天皇の時代に農業用
水供給のために造成された。池に使われている
木樋はコウヤマキで、年輪年代測定法によると、
616 年に切り出されたものであるとの結果が出た
という。1400 年を超える歴史を誇る、日本最古
のダム式ため池である。
奈良時代に行基、鎌倉時代に重源、江戸時代
に片桐且元がそれぞれ改修工事を行っている。

の樋は腐りやすいと考え、石製の樋で改修を行
った。近隣の古墳から 20 以上の石棺が運び込
まれた。行基と重源の組み合わせは東大寺と同
じである。
慶長の改修で、片桐且元は重源の石樋をす
べて取り外して、それを土留めに使い、4 段の取
水部を持つ木樋を設置した。樋の形が楽器の
尺八に似ていることから尺八樋と名付けられた。
重源の石樋関連企画として、平成 30 年度特
別展「王者のひつぎ－狭山池に運ばれた古墳

ビデオ鑑賞後は、ボ
ランティア・森氏
の案内で常設
展示を見学。
堤の断面を切
り 出し て 移築し
た、高さ 15ｍ・底
幅 62ｍの展示は見
行基菩薩坐像（レプリカ）
応えがある。

石棺」が開催された（2018 年 9 月 15 日－11 月
25 日）。学芸員の西川氏が木棺から長持形石棺、
家形石棺への変遷、時代や王家によって石棺
に使われた石の産地（阿蘇石、竜山石、二上山
白石）が異なるなどにつき、熱く語ったのを今で
も思い出す。
興味深い展示が多数あるのに、入館料・無料
というのも今どき珍しく、贔屓にしたい博物館で
はなかろうか。
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イベント「きらっと☆阪神北オータムフェスタ」

阪神北彩りフェスタ in 伊丹
阪神北県民局は宝塚市、猪名川町、川西市、三田市と
伊丹市で組織されています。北県民局では毎年「きらっと☆
阪神北オータムフェスタ」と題し、秋に様々なイベントを開催
しています。
今年は、10 月 27 日（土）に伊丹で開催されました。メイン
会場の三軒寺前広場はアーティストたちが演ずるステージや
各市団体の案内ブースで賑わっていました。「伊丹市文化財
ボランティアの会」では活動案内のブースを出店するとともに昼から２回の歴史ウォークを実施し、
各回約 20 名の参加者たちに伊丹郷町周辺の文化財をガイドしました。
京・アラカルト ⑩

東男に京女

（金川 記）

池田利男

「東男に京女」という言葉は平賀源内が作ったと、言われている。
【京女の代表】
紫式部・清少納言・小野小町・静御前・常盤御前・袈裟御前・和泉式部小督・横笛・祇王・
阿国・玉蘭・吉野太夫・連月尼・幾松・モルガンお雪・祇園、先斗町、上七軒の芸妓・舞妓・
大原女・白川女
■大原女の売り歩き言葉：「京の大原の大原女さんは、今日も頭に柴乗せて、梯子や倉掛、
いらんかいな、姉さん買うていなー」と言って町々を売り歩いた。
■白川女の売り歩き言葉：「花いらんかいな、姉さん買うていな、まけとくえ」と言って、
大八車に花をのせて町々を売り歩いた。

お薦めの本
子ーたー

「徳川がつくった先進国日本」

磯田道史

江戸時代の社会は 260 年にわたって平和を維持することができた、世界史
上まれにみる安定した社会だといいます。しかしその間、島原の乱、宝永大
地震、天明の飢饉、ロシアから開国を迫られた露寇事件など、様々な困難に
直面します。その危機に対して、江戸幕府の要人たちは知恵を絞り、身を
犠牲にして克服してきました。それらの歴史の経験は今の日本社会に引き
継がれています。自然災害や近隣諸国との関係など、混沌とした社会情勢
にどう向き合うべきか、260 年続いた江戸時代の人々の生き方から学び取ることができると、著者は
説いています。歴史は「今」を教えているのです。
（金川 記）

伊

丹

文

化

財

ク

イ

ズ

ボランティアガイドをしていた K さんはお寺をガイドするたびに、参加者から「この寺は何宗です
か？」と尋ねられました。しかし、寺院の知識に疎い K さんは答えられませんでした。
さて、あなたは下記のお寺の宗派（現在）を知っていますか？
①法巌寺、 ②金剛院 、③本泉寺、 ④墨染寺、 ⑤容住寺、 ⑥教善寺、 ⑦常休寺
答えは最終ページに掲載。
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活動記録（11 月～１月）
【定例会】
・11/13（火） ・12/11（火） ・1/16（水）
【案内ガイド】
・11/3（土）行基の足跡を巡る（市民ガイド）
・11/8（木）A コース（ふきの
とう 西宮市）
・11/9（金）A コース（NPO いきいきシニアゼミナール 宝塚市）
・岡田家（福
崎町駅前老人クラブ 福崎町）
・11/10（土) A コース（笹原ブロック老人会 伊丹市）
・11/14
（水) A コース（新現役ネット関西支部 大阪市）
・11/18（日）A コース（豊中庄内校区福祉
委員会・豊中市）
・11/22（木）A・B コース（NPO 法人大阪府北部コミュニティカレッジ 豊
中市）
・11/24（土）郷町館（三木古文書研究会 三木市）
・11/28（水）岡田家、石橋家（蓮
池消費者学級 神戸市垂水区）
・12/22（土）A コース（県立伊丹高 23 期生）
・１/24（木）A
コース（NPO シニア自然大学校）
【どんぐり座公演】
・11/22
天神川小学校
【歴史ロマン体験学習支援】
・11/17（土）ブレスレット ・12/1(土)クリスマスキャンドル
・1/19（土）ネームホルダーを作ろう
【有岡城跡の清掃】
・11/24（土）市内一斉清掃・12/25（火）
・1/22 （火）

■平成 31 年新年会
1 月 16 日（水）午前中の例会に引き続き、新年会が開催され
ました。
今年から会場はスワンホールから長寿蔵になりました。
池田顧問による乾杯の発声で宴が始まり、会員の参加者たち
はビュッフェスタイルの食事を味わいながら今年の活動や抱負
などを語り合い、楽しいひとときを過ごしました。

今後の予定 （2 月～4 月）
【定例会】
・2/12（火） ・3/12（火） ・4/9（火）
【案内ガイド】
・2/8（金）郷町館（京阪ひろ野シニア会 枚方市）
・2/16（土）岡田家（大
阪府保険医協会 大阪市）
・3/20（水）A コース（ミライトテクノロジーズ OB 会 大阪市西
淀川区）
・4/13（土）A コース（阪神シニアカレッジ歴探訪クラブ 宝塚市）
・4/26（金）A
コース（自然総研 TOYRO 倶楽部 池田市）
【歴史ロマン体験学習支援】
・2/2（土）マスクを作ろう ・3/2(土)平安時代の遊びに挑戦
【どんぐり座公演】
・3/1 稲野小学校 【有岡城跡の清掃】
・2/26（火）
・3/26（火）

文化財ボランティア養成講座
第 24 回文化財ボランティア養成講座は 1 月 22 日（火）から
始まりました。講座内容は下記のとおりです。
・1/22（火）オリエンテーション・1/29（火）講座「酒と伊丹郷町」
・2/5 （火）講座「古墳の形が意味するもの-御願塚古墳を中心に」
・2/12（火）講座「猪名野の歴史と文化財」
（仮）
・2/19（火）講座「猪名野の古墳と遺跡」
（仮）
・2/26（火）史跡めぐり（準備）
・3/12（火）史跡めぐり（下見）
・3/16（土）史跡めぐり（本番）
【クイズの答え】 ①法巌寺（浄土宗）、②金剛院（真言宗）、③本泉寺（日蓮宗）、
④墨染寺（曹洞宗）、⑤容住寺（天台宗）、⑥教善寺（浄土真宗）⑦常休寺（黄檗宗）
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