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ガイドを行った後、第 2 部の会場ことば蔵に到
着しました。
ことば蔵の意見交換会では当会から 11 名が

『川西市文化財ボランティアの会』
との交流会を終えて
『川西市文化財ボランティアの会』（設立平成
12 年 12 月、現在会員数は男性 32 名、女性
17 名の合計 49 名）より、交流会の依頼が事務
局経由で届きました。後日、川西市文化財ボラ
ンティアの会の会長・副会長・会員の 3 名と打
ち合わせを行い、9 月 19 日に伊丹の文化財ガ
イドと意見交換会を行うことが決まりました。
開催当日は秋晴れに恵まれました。川西市
文化財ボランティアの会の参加者は男性 14
名、女性 8 名の参加でした。

参加しました。最初にお互いの活動内容をプロ
ジェクターの画面を見ながら紹介しました。

会員数は 50 名ほどで、年齢構成もよく似て

まず第 1 部のガイドは 13 時にカリヨン広場を
出発し、有岡城跡、空堀、大溝跡を案内。続い

おり、運営上の共通した課題が話し合われまし
た。主にガイド募集の告知、会員募集の方法、
新入会員の教育、ガイド担当の決め方、分科会
での活動など当会への質問が続きました。質疑
の中で、運営上の共通した問題点が浮き彫りに
なってきました。分科会ではどんぐり座の紙芝
居の実物を準備して活動状況を説明し、パソコ
ン部会、古文書会や歴史会などの活動につい
ても興味深く質問されていました。

て、秋の催事『鳴く虫と郷町』を開催している旧
岡田家住宅で、スズムシ・キリギリス・マツムシな
どの合唱を聞きながら、ビデオ鑑賞と酒蔵の解
説をしました。そして最後は猪名野神社を訪
ね、国指定史跡『有岡城跡（きしの砦）』、鬼貫
の句碑、市の指定天然記念物『ムクロジ』などの

最後に、これからも交流を持ちながら、ボラン
ティアガイドの情報交換をしていこうとの意思確
認をし、16 時に閉会しました。
機会があれば、史跡と文化財に恵まれた緑
多き川西市に行ってみたいと思いました。
（酒井正憲 記）

【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、伊丹市教育委員会事務局内
博物館（文化財担当）までお願いします。
（☎：072-784-8090）
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央エントランス周辺で弥生時代の蛇行する自然

文化財市民ガイド 歴史ウォーキング

河川跡と、河川内に築かれた護岸施設や灌漑
施設（堰・用水路）が発見されました。
出土した三つの堰の内、最初に築かれたの
が堰１で、これは自然の河川から人工の用水路
に水を導く目的
で、弥生時代の
前期後葉（紀元
前 4 世紀ごろ）に
構築されたもの
です。

神津周辺の弥生遺跡
ロマン散策
市民ガイドに先立って、9 月 8 日の定例会に
おいて、木曜班の末次リーダーが縄文・弥生時
代の魅力とともに、今回訪問する遺跡の見どこ
ろを解説する講座が開催されました。
9 月 28 日の当日は、不順な天候が続いてい
たので雨も覚悟していましたが、少し暑いもの

この灌漑施設は今から 2400 年も前に当時と
しては最先端の技術で構築されたもので、国内
でも発見例が少なく、貴重なものです。今で
は、これらの堰は埋蔵されていますが、その中
の堰１の主要部分を復元したレプリカが展示さ
れています。発掘時に公開された現場の、あの
迫力ある大規模な施設が脳裏に浮かび上がっ
てくる次第です。
２． 田能遺跡
昭和 40 年

の心地よい散策日和になりました。皆さん出足
が順調で、8 時 50 分には伊丹スカイパークに
29 名が集合しました。
今日の目的は神津周辺に点在する 15 の遺
跡の中で、代表となる岩屋遺跡・田能遺跡・口
酒井遺跡の三基を巡ることです。
まずはじめに、散策にあたっての事前説明が
ありました。こ
の中で「弥生
時代は平和な
時代であった
と思いますか」
との問いに頭
をひねる。農耕に従事する人たちの、のんびり
した平和な光景を思い描いていました。しかし、
「そこには水利争いや有利な土地の奪い合い、
収穫品の分捕り合いなど、結構争いがあった時
代だと推定される」との説明に、弥生時代に対
するイメージが変わった次第です。

に尼崎・伊丹・
西宮の 3 市に
よる工業用水
配水場の建設
工事中に大量
の弥生土器が
発見されました。これを端緒に、引き続き発掘
調査をしたところ、多数の土器や石器・腕輪の
ほか、多くの遺物が出土し、これらの中で碧玉
菅玉・白銅製釧・銅剣鋳型の３点は県の指定文
化財になっています。これらの出土品により、田
能遺跡が弥生時代のほぼ全期間に及ぶ大集
落跡であることが判明しました。
野外展示では、円形平地住居・方形竪穴住
居・高床倉庫の三つの建物が復元展示されて
いますが、この中で高床倉庫は昨年の台風２１
号の被害で損傷著しく、近くに寄って見学出来
ないのが残念でした。
資料館では甕棺と２体の人骨があり、そのほ

定刻にスタートし、まず空港に接したスカイテ
ラスを歩く。歩道には神津地区の遺跡から出土
した銅鐸・石斧・石包丁・浅鉢などのレプリカが
設置されています。間近で発着する飛行機の
爆音と光景は結構迫力があります。
いよいよ以下三つの遺跡巡りの開始です。
１． 岩屋遺跡
伊丹スカイパークの建設工事に先立ち、平
成 12 年から 16 年にかけて約 12ha の範囲を対
象に発掘調査を行ったところ、スカイパーク中
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か副葬品の碧玉や白銅製釧・銅剣鋳型・土器・

域では縄文時期から既に稲作が行われていた

石鏃・石槍等々を展示しています。
３． 口酒井遺跡
昭和 53 年関西電力口酒井発電所の建設に
先立ち、埋蔵
文化財確認調
査が実施され
ました。その
後、この周辺
を平成 25 年
までに 58 回

ことを示す発見でした。
また、ここで発見された 2000 年前の木棺墓
は長さ 192ｃｍ、幅 58ｃｍもあり、これに樹脂をし
み込ませて保存処理がなされ、現在、伊丹市
立博物館に展示されています。
その他、人面土偶や石棒・突帯文土器をはじ
め、数々の遺物が発見されています。

にわたって調査が行われました。結果、縄文時
代から弥生時代の遺構と遺物が発掘されまし
た。
中でも、昭和 55 年に出土した籾痕のついた
浅鉢や稲穂を刈り取るための石包丁は、この地

となりました。
天候に恵まれて３つの遺跡を巡り、縄文時代・
弥生時代の魅力を再発見したロマン溢れる散
策でした。
（永野 記）

ガイド豆知識

以上、３つの遺跡を巡ったあと、私たちは奈
良時代の条里のなごりを見学して、昼前に解散

現存する白洲屋敷の長屋門

場所：東野春日神社近く

「白洲屋敷」とは、神戸で綿貿易の会社を興し、「白洲
将軍」と呼ばれた白洲文平が建てた屋敷のことです。か
れの次男白洲次郎は戦後、吉田茂首相を補佐し政界で
活躍したことで知られています。
文平が伊丹市春日丘に豪邸を建てたのは大正 6 年
で、その 4 年後の大正 11 年に一家は芦屋から移り住ん
でいます。次郎の妻正子によれば、敷地の広さは甲子園
球場の約 3.5 倍の 4 万坪あり、敷地内には美術館があ
り、牡丹畑があったといいます。美術館には印象派の絵
も所蔵されていたようです。この邸宅はその後人手に渡り、建物は分割、分譲されました。
そして、その門は伊丹市東野の民家に移築され、今も現存しています。持ち主のお話によると、門
は吉野杉を使用しており、全横幅が約 9 メートルの瓦葺きです。門の腰部は琵琶湖で使っていた舟
の板で茶色の釘の跡が残っています。そして、扉は両側に開く引き戸になって
いて、表面は細かい細工が施してあります。出入口の右側に格子の出窓
があり、元は門番の部屋もあったそうです。
邸宅があった場所にはすでに住宅街が広がり、4 万坪の敷地を思い
浮かべるものはありませんが、今も残されている長屋門が当時の大富豪
の邸宅を想像させてくれます。
また、屋敷の一部は京都市東山区の東福寺塔頭・正覚庵に移築され
伊丹緑道にある
ています。
（金川 記）（
「白洲屋敷跡」の碑
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研究発表

戦国の山城を訪ねて

内橋 義昭

昨年、丹波篠山市の福住地区の籾井城や細工所城に山行し、周辺にも多数の山城が存在するこ
とが分かった。これらの山城には姫路城や大阪城のような堀や石積があるわけでなく、自然の地形
を利用して築いた戦国時代の山城である。
今回は丹波篠山市地区東部の山城が作られた時代背景と、荒木氏と関係がある「細工所城」を紹
介する。
山城が作られた時代背景
昔の丹波は多紀・氷上（以上兵庫県）・天田（福知山）・桑田（亀岡）・何鹿（綾部）・船井（園部）の６
郡からなり、明徳の乱（1391）以降守護は細川氏になるが、その後の細川家の跡目争い（細川二流
の乱）で丹波の国人も争いに巻き込まれることになる。
細川家の家臣であった波多野清秀が守護の細川政元から文明９年（1477）応仁の乱の恩賞として
多紀郡の小守護代に補佐され、篠山に下向する。

（注）＝の表記は養子

細川政元が養子澄之らに殺害されると、永正 4 年
（1507）養子の高国と澄元の間で内訌が起こり、清秀
の子波多野元清は高国側につき政元側の丹波の国
人を討つ。この頃波多野元清は八上城を築く。その
後波多野元清の弟香西元盛が殺害されたため、元
清は細川澄元の子晴元側につき、大永 7 年（1527）
桂川の合戦で晴元側が勝利する。その後阿波の三
好長慶が台頭し細川家は没落、永禄 2 年（1559）八
上城も三好長慶の家臣松永孫六に攻められるが、永
禄 8 年（1565）波多野秀治が城を取り返す。
このような戦国時代の争いの中、多紀郡の領主である波多野氏は八上城に拠ると共に、家臣団も
周囲に多くの山城を築いて戦乱に備えた。
丹波篠山東部の山城
今回訪ねた篠山東部は旧山陰道が通り天引峠から京へと繋がっていると共に、能勢街道（現国道
173 号）が交差する交通の要衝であった。この要衝の地点である篠山東部には波多野氏の有力な
家臣団の山城が配置さると共に、多紀郡全体では砦を含め約 50 箇所の山城が築かれたと言われ
ている。
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篠山東部には主な城として以下の山城があった。
安口（はだかす）城
籾井城
細工所城（荒木城）
栃梨城
淀山城
八上城

城主：籾井氏
城主：籾井氏
城主：荒木氏
城主：荒木氏
城主：波々伯部氏
城主：波多野氏

戦国の山城の概要
戦国時代の山城の模式図（篠山在住郷土史家田中豊茂氏資料より）に示すように平常時は下の
居館で暮らし、戦いが始まると山上の詰めの城に籠も
り敵の攻撃に備えた。
最頂部に主郭を置き、周囲に曲輪を巡らせ山の斜面
には竪堀を設けた。また、尾根部には敵の攻撃を遮断
する深い堀切を設けている。主郭の出入口には敵の
攻撃を防御するべく幅を小さくし、道を屈曲させた虎
口構造となっている。
この模式図のように戦国時代の山城はほとんど石垣
が使用されておらず、たまに石垣が見られる山城もあ
るが土砂が流れるのを防止する程度で、本格的な石

山城（詰めの城）

積構造ができるのは戦国時代の終末期である。

細工所城（荒木城）
城の構造
丹波篠山市細工所集落の背後の標高 404
ｍの山頂一帯に城跡があり、麓からの比高は
170ｍで、規模は 350×200ｍ位である。主郭
は山頂を削平し、南北 30ｍ東西 70ｍと広大
である。
主郭への取りつきはかなり急勾配になって
おり、二折りの虎口で防御が厳重である。
西側には図面では堀切があることになって
いるが、山が荒れて確認することができなか
った。図面には出ていないが、登り口付近に
かなり広い曲輪があるがこの部分が居館と思
われる。

居館

曲輪
堀切

主郭

虎口
切岸

細工所城
（荒木城）
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細工所城の歴史と荒木氏
細工所城の城主は荒木山城守氏綱あるいは氏香とも言
われており、天文年間（1532～1555）に築かれたと伝わって
いる。氏綱は波多野氏の有力家臣の一人で、黒井城主赤
井直正の赤鬼に対して荒木鬼と呼ばれ恐れられた豪勇の
武将と言われている。
天正 5 年（1577）に始まった明智光秀の第二次丹波攻め
では、激戦の後同 6 年（1578）4 月降伏した。信長公記や光
秀の手紙によれば水の手を止められ落城したとある。
細工所城東側 600ｍの所に通称鉄砲丸という山がある。
東西 30ｍ南北 20ｍ位の削平地があり、細工所城より 60ｍ
位高く、光秀はこの場所より鉄砲（大筒か）を放って攻撃した
のではないかと言われている。

細工所城遠望

ここで時代を遡って、明智光秀による丹波攻略について触れてみたい。
永禄 11 年（1568）織田信長が足利義昭を奉じて上洛し、波多野元秀は太刀などを贈り信長に忠
誠を誓った。しかし信長が義昭を追放すると、丹波衆の中に信長から離反するものがあり、天正 3 年
（1575）から光秀による丹波攻略が始まる。光秀は離反した赤井直正を攻めるが、波多野秀治（元秀
の養子）が反旗を翻し、背後から攻撃したため光秀は敗退する。
しかし、天正 5 年（1577）再度の丹波攻略により同年 10 月籾井城が攻略され、天正 6 年（1578）4
月細工所城も攻略される。翌 7 年（1579）6 月八上城を落とし、波多野兄弟は安土にて処刑され波
多野氏は滅亡する。
波多野氏が拠る八上城と共に周りを取り巻く諸城も落城し、その後城として利用されることもなかっ
た。
細工所城が落城した後、荒木氏は光秀から武勇を買われ家臣になるよう誘われるが病気を理由
に断り、子息氏清が仕えるようになるが、山崎合戦か坂本城の戦いで戦死したと伝えられる。
荒木氏の出自については志摩国（三重県）の出で、縁者の波多野氏を頼って丹波に来たという説
もあるが、天田郡に荒木郷（今の福知山市荒木）という所があり、そこの土豪との説もある。
江戸時代に編纂された丹波志によれば南北朝時代に福知山の横山（今の福知山城）に荒木山
城守義村が掻き上げの城を築き、後に波多野氏に仕えたとある。
荒木氏が歴史上出てくるのは細川両家記の永正 8 年（1511）7 月の芦屋の鷹尾城を巡る戦いで
ある。荒木氏及び波多野氏は細川高国側で細川澄元と戦っている。波多野元清は元々高国派で
澄元とは敵対関係にあったが、大永６年（1526）7 月弟香西元盛が高国に殺害されたことにより、細
川澄元に付くことになった。
大永 6 年（1526）11 月細川高国勢が丹波の八上城の波多野氏を攻めた際、高国の馬回り衆とし
て荒木大蔵の名が出てくる。その戦いで手柄を立て安芸守を与えられるが、大永 7 年（1527）2 月桂
川の合戦で荒木父子は討死とある。その後高国は亨禄 4 年（1531）尼崎で敗死（大物崩れ）。波多
野氏は澄元の子晴元に従い、丹波の守護代になるがその頃荒木氏の一族が波多野氏に従い、細
工所城を築いたのではないだろうか。
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荒木山城守氏綱（氏香という説もある）の出自は諸説あり実
像は判然としない。地元にはこの荒木氏の末裔が帰農し、そ
の後姓を変え澤山家として存続しているとの話があり、細工
所城から山を越えた丹波篠山市市野々の澤山家を訪ねてみ
た。だが、残念ながら不在のため同家に伝わる澤山系図（下
記掲載）の話を伺うことは出来なかった。
また、細工所城の下にある瑞祥寺は荒木山城守が天文年
間（1532～1555）に再建したと伝っている。ここには新しいが
荒木家の墓があり、家紋は牡丹である。
この時代、荒木氏が細工所城に存在したことを今に伝えて
いる。
摂津の荒木村重の荒木系図では祖先は丹波出身で、父義
村の時代に摂津の坂根（川西市坂根）に移り住んだとなってい
る。
荒木系図では義村の父は高村で祖父は家村となっており、
曽祖父は重村である。細川両家記の桂川の合戦では荒木氏
は細川高国側に属し荒木父子討死とある。死んだのは家村・
高村親子と思われる。
この当時、波多野氏は細川澄元側
についており、そのため子の義村は波
多野氏と袂を分かち川西に出たので

澤山家長屋門

瑞祥寺

はないだろうか。義村の曽祖父の重村
と細工所城主荒木氏綱の関係を結びつける史料は無く、荒木村重と丹波の荒木氏の関係は今とな
っては不明というしかない。

【参考文献】 ・丹波志 ・郷土の城ものがたり（丹有編） ・丹波史を探る ・戦国織豊期城郭編 ・荒
木村重研究序説 ・多紀郷土史話 ・籾井城と籾井氏（田中豊茂）・群書類従細川両家記
※紙面の都合上、荒木氏と関係の深い「細工所城」のみを掲載しています。
ホームページでは波多野元清が築いた「八上城」についても掲載していますので、お読みください。
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寄稿

伊丹の七福神

④ 弁財天 福徳・財与・音楽の福神
弁財天は、河川を神格化したインドの神様
で、七福神中、唯一の女神。妙音天・功徳天と
も称され、福徳・財与・音楽の福神として信仰さ
れています。
◇伊丹市寺本 2 丁目 159 一乗院

酒井 正憲

良く目にするのが宝船に乗った七福神の絵
です。開運の神が七人も乗っている訳だから開
運力も相当大きいものだと世間では言われてい
ます。
平安時代から福をもたらす神様として、個々
に信仰されていました。そして室町時代になる
と、これらの福神は「七」という聖数をあてられ、

⑤ 福禄寿 福寿を司る神様
福禄寿は、中
国・道教の信仰神

福徳施与の神として広く一般に親しまれ、信仰
されるようになりました。これが「七福神」の始ま
りと言われています。

で、寿老人と一柱
とされることもありま
す。日本でも延暦
期にはすでに信
仰されており、長
頭に短身でたくさ
んの髭をたくわえ、
鶴を従えていま
す。
◇伊丹市千僧 3 丁目 22 安楽院

① 恵比寿神 漁業、商売繁盛の福神
「えべっさん」として親しまれている恵比寿神
は日本の神様で夷、戎、蛭子とも書きます。狩
衣姿で、右手に釣り竿、左脇に鯛を持ってお
り、漁業、商売繁盛の福神です。
◇伊丹市宮の前 2 丁目 2-7 金剛院
② 大黒天 生産・家内安全の神
大黒天は、古代
インドでは厨房（台
所）の神でしたが、
大国主命と習合し
ました。生産・家内
安全の神様で、左
肩に袋を負い、右

⑥ 寿老人 長寿の神様
寿老人は、仙人の風貌を持つ中国・宋の人。
南極星を精とした化身で、南極老人とも呼ばれ
ます。長頭に白い鬚をたらし、杖に巻物、鹿を
連れています。長寿の福神で、福禄寿と一柱と
されています。
◇伊丹市寺本 2 丁目 169 昆陽院（昆陽寺）

手に打出の小槌を
持って米俵の上に
立っています。
◇伊丹市寺本 2 丁目 169 遍照院

⑦ 布袋尊 幸運の福神
布袋尊は、中国唐代の僧。容貌は福々しく、
大きな腹を突出し、常に袋を背負って喜捨を求
め歩いたと言われる幸運の福神です。
◇伊丹市野間 6-5-5 大空寺

③ 毘沙門天 勝運出世の神
毘沙門天は仏法を守護する四天王のひとつ
です。甲冑を身に着け、片手に宝棒を持ち、勝
運出世の神として信仰されています。
◇伊丹市寺本 1 丁目 103 正覚院

「伊丹の七福神巡り」のウォーキングも良いかも
しれません。トライしてみませんか？
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博物館見てある記④

大阪歴史博物館
（所在地：大阪市中央区大手前 4－1－32）

大阪歴史博物館は、伊丹からＪＲと大阪メトロ
を乗り継いで谷町 4 丁目駅まで約 34 分、駅か
らは少し上り坂になっている本町通りを東へ徒
歩約 6 分の距離で、北東には大阪城公園、南
東には難波宮跡公園、隣にはＮＨＫ大阪放送局
がある。

末次 弘幸

10 階の古代から中世、近世、近現代と時代
順に大阪の歴史を追体験できるように工夫され
ているが、当館のメインは 10 階の難波宮関連
展示である。また、10 階からは難波宮跡公園や
大阪城の天守や堀を一望することができるのも
楽しみの一つであろう。
時間があれ
ば、「遺跡探
訪」と称するガ
イドツアーに参
加してみるのも
お勧めであ
る。博物館 1
階フロアの下には内裏
西方官衙（倉庫から出
入りする物品を管理する
建物）の柱穴とＮＨＫ大阪
放送会館の地下 1 階には倉庫と塀の遺構が保

上町台地には、飛鳥・奈良時代の宮殿・難波
宮、中世の宗教拠点・大坂本願寺、近世の城
郭・大坂城が築かれ、日本の歴史において重
要な役割を果たした場所である。

存されており、学芸員やボランティアの案内で
見学することができる。午後 3 時の部は学芸員
のガイドで、難波宮遺構のほか、博物館の南側
にある古墳時代の復元倉庫にも入ることができ
る。
余談ながら、筆者は 2011 年 4 月から当館で
ボランティアガイドを務めている。博物館の 1 階
からスタートするツアーでは、645 年 6 月に飛
鳥で起きた乙巳の変を機に女性天皇・皇極が
弟の孝徳天皇に譲位して、孝徳天皇が同年 12

2001 年 11 月 3 日に、この歴史ある地で「都
市おおさかの歩み」に焦点をあて、大阪の歴史
と文化を紹介する博物館として開館したもので
ある。
難波宮の遺構を保存・展示するために 13 階
建ての細長い建物となっており、展示室は 5 つ
のフロア（10 階から 7 階：常設展示、6 階：特別
展示）に分かれている。10 階は古代フロア「難
波宮の時代」、9 階は中世・近世「大坂本願寺
の時代」「天下の台所の時代」、7 階は近現代
「大大阪の時代」の構成。8 階には「なにわ考古
研究所」があり、遺構・遺物の見方や調査の方
法を学び、再現された発掘調査現場での発掘
など、実物を見て触れる考古体験コーナーとな
っている。また、7 階の一角に鴻池家の展示コ
ーナーが設置され、鴻池家の紹介や同家で使
用されていた日用品などを見学することができ
る。

月に都を飛鳥から難波に遷した歴史を概観し
た後、遺跡の意義等につき説明をすることにし
ている。1 回のガイド時間は 20 分だが、時計を
見なくても時間通りに説明を終わることができる
のが特技である。
来館者は日本各地をはじめ、韓国・中国・ニ
ュージーランド・オーストラリアなど海外の観光
客も含まれる。8 年間のガイド体験を通じて、さ
まざまな人たちとの交流を楽しんでいる次第で
ある。
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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 13 年に入会された 6 期生の I
さんです。長く会長や幹事を務められて、会で
の活動を知り尽くしておられます。

信長はお茶が好きで、「茶の湯は御政道」とい
う考えで、茶道でもって政道をやっていくと言っ
てね。以前は武運を立てた人には褒賞として
土地を与えていたんだけど、征服していく過程
で与える土地が無くなってしまった。だから、土
地の代わりに、
大名から召し上

聞き手：入会された動機を教えてください。
I さん：楽器屋の商売をやめてから、最初は樹
木や自然観察する「巨木の会」に入っていたん
だよ。そこで活動していると、文化財のある場
所も訪れるでしょ。すると、歴史の話がからん
でくるんだよ。そこで、ガイドを頼まれたりした。

げた茶道具を
褒賞として与え
てたんだね。お
茶道具といって

I さんの少年時代は 124 代の天皇の名前を
暗記させられた、戦前の昭和。もともと歴史には
興味があって勉強していたこともあり、市の広報
で養成講座の募集記事を見て受講された。

も、当時お城に匹敵するような価値があるもの
もあったんだよ。

ご自宅にある茶器

茶道に詳しいのは、京都の実家で父親がお
茶の骨董屋をしていたからだそうです。裏千家
や表千家に出入りしていたほどに繁盛していた

聞き手：講座の最後のガイドする試験では、どこ
をガイドされたのですか？
I さん：有岡城跡は話題が豊富で難しいでし
ょ。他の人は誰もやりたがらなかったんで、
私が有岡城跡をすることになったんだよ。入
会してからは有岡城跡や荒木村重を、徹底し
て研究したもんだ。

とも。だが、18 歳の時、父親とケンカして家を出
て行ったので、商売を継ぐことはなかったとのこ
とです。
その後、楽器メーカーに勤めた後、伊丹で楽
器店を 25 年間経営され、阪神大震災での被
災をきっかけに店を閉じられました。
入会して２年目で幹事になり、その２年後に
は会長に選ばれ、その後 10 年間務められまし
た。

荒木村重を好きかと
尋ねると、「妻子や家来
たちを城に置き去りにし
て、逃げてしまったんだ
から」嫌いだとの答えが
返ってくる。むしろ、豊臣時代の茶人としての村
重に興味があったとか。

聞き手：どんぐり座を始めたきっかけをお聞きし
たいのですが。
I さん：最初はね、ある会員がひとりで紙芝居を
していたんだ。その紙芝居に付いて行ったら、
ハーモニカを吹いてほしいと頼まれてね。その
頃は学校からの要請があって、少人数で昔話
なんかを演じていた。会長になって 2 年目だっ
たと思うが、みんなでやろうと声を掛けたら、20
人が参加してくれたんだ。

I さん：有名な茶人の千利休に認められて、利
休七哲のひとりに数えられていた。武将には茶
人が結構いるんだよ。高山右近や古田織部に
しても、茶人として有名だよね。
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ハーモニカを始めたのは 60 歳。今もハーモニ

ら、この言葉をよく投げられたものだよ。

カを吹いている時が一番楽しいと言われ、毎日
2 時間の練習をされています。それが、健康の
秘訣だと言われます。

年齢を感じさせないバイタリティで、今も自転車
に乗って東奔西走の活動をされています。

最後に生きる上での信条をお伺いすると、
I さん：「断じて行えば、鬼神もこれを避（さ）く」。
「固い決意をもって断行すれば、何ものもそれ
を妨げることはできない」ということだね。
私は小さいころ身体が弱く、気が小さかったか
京・アラカルト ⑬

※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、全編はホームページ（雑
記帳）に掲載しています。

京の豆腐は水で勝負

池田利男

京の土地は大昔、湖の底であったので、水脈が良く名水が各地から出ていた。
江戸時代には、祇園社・八坂神社の南門前に、「中村屋」と「藤屋」（今は無くなっている）の二軒
の有名な茶屋があったので、祇園の二軒茶屋と言われ、「田楽豆腐」が名物だったので旅人で大
賑わいであった。歌にも歌われていて、
「明日は祇園の、二軒茶屋で、梅に鶯、ほほるほけきょと、囀る」
現在は南禅寺の湯豆腐を始め、清水・嵐山・清滝・八瀬等々、
「湯豆腐」のほうが有名になっている。

お薦めの本

「傀儡にあらず」

田楽豆腐

著者 上田秀人

荒木村重が織田信長に対して反旗を翻した理由は諸説ありますが、
確かなことは判っていません。そのため、歴史家や研究者がそれぞれの
書物な中で謀反の理由を解釈し、記しています。
この小説も戦乱の世を生きた村重の半生を描きながら、なぜ信長に
謀反を起こしたのか、ひとつの解釈を示しています。
「傀儡（くぐつ）」とはあやつり人形のこと。そこには室町幕府 15 代将軍
足利義昭の存在が関係していると…。突飛な解釈のような気がしないでもありませんが、
家族や家臣を見殺しにしたという、悪人のイメージを背負った村重の印象が少し変わるかもしれま
せん。

（金川 記）

伊丹文化財クイズ
右の漢字を並べて、12 の伊丹市の文化財に関
する名前を作ってください。その際、使用しない
漢字が 1 文字あります。その漢字を答えてくださ
い。ただし、漢字の使用は 1 回だけです。
ヒント：含まれている神社は 2 社、お寺は 5 寺、
他に川、塚、碑など、12 の名前があります。
答えは 12 ページ。
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ちょっと、小噺

『頼朝のしゃれこうべ』

教科書に載っていた「源頼朝像」を思い出すたびに、エッセイや落語のマクラな
どに登場する小噺を思い出します。
骨董屋にやってきた男が店内の商品を見ていると、骨董品の中に『しゃれこう
べ』が展示してあるのを見つけました。札には『源頼朝のしゃれこうべ』と書かれてい
ます。歴史に興味がある男は不思議に思いました。その『しゃれこうべ』が余りにも
小さかったからです。 確か、頼朝は大きな頭で知られていたはず。そこで、男は店主らしき人物を
捉まえて、「頼朝は大頭と伝えられている。この『しゃれこうべ』は偽物だろう」と問い詰めます。する
と、しばらく考えた店主が言います。「旦那さん、実はこれは頼朝公の幼少期のものでして…」
厳しいツッコミに遭った時、こんなふざけたユーモアで返せたら、人生はどんなに楽しいだろうか。
活動記録（８月～１０月）
【定例会】
・8/20（火） ・9/10（火） ・10/8（火）
【案内ガイド】
・9/16（月）B コース（西宮市生涯学習大学 西宮市）
・9/28（土）市民ガイ
ド・10/5（土）A コース（新在家歩こう会 摂津市）
・A コース（ファイン 東大阪市）
・10/16（水）西国街道（兵庫県退職公務員連盟伊丹支部 伊丹市）
【歴史ロマン体験学習支援】
・8/24（土）わらじをつくろう ・9/7(土)ブレスレットに挑戦
・10/5(土)マーブリングに挑戦
今後の予定 （１１月～１月）
【定例会】
・11/12（火） ・12/10（火） ・1/14（火）
【案内ガイド】
・11/9（土）文化財保護啓発事業史跡ガイド「惣構南部の高低差を体験」
・12/1（日）郷町館（ひょうご北摂体験ツアー 大阪市）
【歴史ロマン体験学習支援】
・11/16（土）ステンドグラスに挑戦
・12/14(土)クリスマスツリーをつくろう・1/18（土）勾玉を作ろう

会員募集

文化財のガイドをしてみませんか

伊丹市内には有岡城跡や昆陽寺など、多くの文化財が残されています。文化財ボランティ
アの会は伊丹市を訪れた方々に、郷土の歴史や文化の魅力を伝
えるために活動しています。また、伊丹の民話を紙芝居で紹介
するどんぐり座、歴史会、古文書会やパソコンを学ぶ分科会な
ど、さまざまな分野で楽しみながら知識を広げています。
会員になるには 8 回の養成講座の修了が必須です。
令和２年 養成講座予定（各２時間程度）①1/14(火)
②1/21(火) ③1/28(火) ④2/4(火)⑤2/18(火) ⑥2/25(火)
⑦3/10(火) ⑧3/14(土）※講座内容・受付開始日等、詳細に
ついては市・会ホームページまたは広報伊丹（12 月 15 日号）に掲載予定です。
詳しくは伊丹市教育委員会事務局 生涯学習部 博物館（文化財担当）まで
☎072-784-8090 9 時～17 時 30 分(土、日、祝休)
（クイズの答え）
使わなかった文字は「墨」です。
12 の文化財の名前は、最禅寺、伊丹廃寺、大蓮寺、岡田家、桑津神社、荒村寺、春日神社、黄
金塚、土地改良碑、発音寺、閼伽井、駄六川
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