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屋外研修

明智光秀ゆかりの福知山を歩く

10 月 29 日（土）ＪＲ伊丹から 9 時 34 分発の電
車に乗り、ほぼ中間の篠山口で乗り換えて福知

①福知山城：中に入らず天守を見上げる。無
造作に積み上げられているように見える野面

山駅 11 時 32 分に着いた。
昨年、私は大河ドラマ「麒麟がくる」ゆかりの福
知山城に、バスツアーで 2 回訪れた。
コロナ禍の今年は電車でということで、たっぷ
り 2 時間かかる楽しい旅となった。
ご案内役はラス
タ歴史クラブの中
村さんである。
秋晴れではな
いが、歩きやすい

（のづら）積みの石垣の上に、華麗な三層四階
の天守がそびえている。
野面積みの中央付近は右と左で明らかに違
い、幾度となく増築改修されていることが分かる。
転用石の宝篋印塔や五輪塔などは有岡城でも
見た風景である。
②旧松村家住宅：明治から大正にかけての大
規模な築堤工事に松村組がかかわったので、
堤防の安全性を証明するために建てられた邸
宅である。邸内にはスイーツの店もある。

天気で 14 名が参
加。お城を見なが
ら、桔梗通りから
お城通りを歩き、
小学校や市役所
のあるメイン通りを抜けると、由良川と土師川の
合流点の丘の上にそびえ立つ福知山城が迫っ
てくる。
有岡城跡や尼崎城との違いは周りの風景の

③京口門：江戸時代、京街道から福知山に入
る玄関口に京口門があったという。
④明覚寺：明治 6 年廃城により、建物が取り壊
された城門のうち、お寺の山門として市内の数
カ所に移築され、明覚寺の山門もその一つとい
う。

違いだ。都市化が進み、市街地化した伊丹や
尼崎には望めない風景だ。
今日の行程は結構ハードで、着くとすぐにお
城を見上げながらのランチとなる。
ランチ後は数多くの名所旧跡を巡る。

【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、市内外から訪問される人たちに対して、伊丹
市内に散在する文化財（史跡）のガイドを行っています。ガイドをご希望される方は、伊
丹市教育委員会事務局内 文化財担当までお問合せください。
（☎：072-784-8090）
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⑤明智藪：由良川の治水。松村邸から明覚寺

によって、その霊が合祀された。

付近、法川と由良川の間、堤防の前に鬱蒼（うっ
そう）とした藪を設け、水流の衝撃を和らげるた
めに工夫した。蛇ケ端御藪と呼ばれていたが、
今では明智藪という。
天正 10 年 6 月 13 日、山崎合戦で敗れた光
秀は坂本を目指す途中、落ち武者狩りの農民
に襲われ、山科の小栗栖（伏見区）の竹藪で絶
命したといわれ、奇しくもその地も「明智藪」と名
付けられ、石碑がある。
こちらの明智藪は「明智堤」としたら良いので

光秀の善政が後世に伝わり、ずっと慕われて
いたことが偲ばれる。
境内には全国で唯一の「堤防」をご神体とす
る「堤防神社」がある。

はないかと思われる。
⑥由良川堤防：遠くからでも目立つニールセ
ンローゼ橋「音無瀬橋」は町のシンボルだ。
⑦治水記念館：福知山の治水の歩みを展示。
城下町は低湿地を開拓して造られ、その歴史は
由良川の水害との戦いの歴史であった。
この建物は明治時代初期の呉服店の町家を
改修したもので、家の中には水害の被害を抑え
る工夫が見られる。
昔の人の生活の知恵「タカ」という天井に取り

あと二か所が時間の都合で割愛されたが、な
かなか効率よくまわり、帰りのＪＲ14 時 55 分発の
電車に無事乗車することが出来た。
ガイドさん、ありがとうございました。
光秀といえば桔梗の紋。たった一本だったが
紫色の美しい花を観ることが出来た。ちなみに
私の誕生日の花だ。
生真面目で知略に富んだ、頭脳明晰な武将
光秀と、対照的なひらめきと大胆さ、世渡りの上

付けられた滑車にロープを通して吊り、洪水のと
きに大事なものが水に浸からないよう、2 階など
高いところに吊り上げる道具がある。
⑧久昌寺：最も古く福知山藩を治めた朽木家
の菩提寺。トイレの神様が祀られている。周辺は
寺院が集められた「寺町」になっており、多くの
寺が点在する。
⑨金毘羅神社（丹後口）：丹後街道から城下
町への入り口の付近に水運の神が祀られている。

手い秀吉を比べると、天下を取ることの出来な
かった光秀には運に恵まれなかった。
光秀は波乱万丈の中で、妻一人を愛し、側室
を持たなかった。
三男四女に恵まれて坂本城で暮らした熙子
夫人は光秀の最後を知らずに病死、生涯を閉じ
る。
彼女は幸せだったかしら。「黒髪伝説」として、
連歌の会を催すために、黒髪を売って用立てを

玉垣には京や大坂の事業者の名が刻まれ、由
良川の水運の要所として日本海を介した丹後地
域と都市部との商取引が盛んに行われた事がう
かがえる。
⑩御霊神社：
明智光秀を祀っ
た神社。1705 年
の創建。光秀の
没後 120 年経っ
た 頃、町民た ち

する。生活費のためにも家計を支えたと伝えら
れている。
このことを知った松尾芭蕉が「月さびよ 明智
が妻の 話せむ」の句を詠んでいる。歌碑もある
そうだ。
教養人、当代一流の文化人の人脈もあり、茶
の湯や連歌にも文才があったと思われる光秀の
生き様も、戦国時代の武将としたら当然なのか
もしれない。
（浮田 記）
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コロナ禍での「史跡ガイド」が始まる
10 月 4 日（日） ガイド報告
市内史跡ガイド A コースへ、シニア自然大
学校（本拠大阪市、当日参加者数 22 名、年
齢 65 歳前後が中心？）の団体をご案内しまし
た。
ガイドはリーダー内橋さん（有岡城・荒村寺・
金剛院）、松田さん（大溝筋・三軒寺・旧岡田家）、
玉浦（本泉寺・猪名野神社）、そして実践デビュ
ーの角谷さん（旗手）。

いた私に向って「惣って何ですか」と小声で。
”So What? “ (だから何)と駄洒落で返す訳に

リーダーは大変だ、と思い知らされました。先
方からの要請であったとはいえ、コースの概略
を示したパンフレットを手作りし、「伊丹市埋蔵文
化財マップ」を配り、更に「文化財を訪ねて」の

は行かず、「自治的村落の運営機関を惣と呼び
ますが、惣構えと言うのは別な意味でして、惣一
字だけ問われましても、その…」とあたふた。
有岡城の説明に最多の時間を費やし、移動

紹介までも。一方、松田さんは落ち着いてゆっく
りと話をされ、私にはとても勉強になりました。
有岡城では私にハプニングがありました。内
橋さんのマスク越しの説明に聞き耳を立ててお
られたご婦人方のお一人が、集団の最後部に

の際は、特にサンデードライバーとおぼしき車
に注意をしました。雨の予報が出ていたが幸い
曇りで、約 2 時間の行程を無事終了しました。
（玉浦 記）

10 月 14 日（水） ガイド報告
依頼者は昨年秋にもガイドのご依頼を頂いた
退職教職員の団体、参加者 36 名。今回は有岡
城跡を起点にしますが、そこから南に向かうコー
スです。
有岡城跡の説明を皮切りに、鬼貫碑→荒村
寺→杜若寺と進んでいきます。
今回、予めガイドする場所を決め、会員で分
担しながらガイドをしました。そうすることで経験
の少ない会員も先輩方のガイドのやり方をみて

リ→猪名野笹原→
旧大坂道の説明を
経て、鵯塚砦跡へ。
鵯塚は 今は と て も
小さな塚で、こんな
ところで織田軍の軍
勢を防げたのかと疑問でした。先輩の会員が伊
丹郷町の古地図を示しながら、昔はその南にあ
った神社と地勢がつながっていたため防御に足
る砦であったと説明され、参加者ともども新米ガ

参考にすることもできますし、自分達もワンポイ
ントであれば「やってみます」とも言いやすいの
です。参加者の方々だけでなく、会員相互も学
習になると思
います。そん
なガイドで学
ばせてもらっ
たのが鵯塚。
杜若寺→東

イドの私たちも感心することしきり。勉強になりま
した。
鵯塚の次に説明した有岡公園の石碑は３基
あり、長文の筆書きを石碑にしているので、直に
読める人はほとんどいません。そこで内容を紹
介すると参加者は爆笑。というのも石碑の 1 基与
謝蕪村の碑に書いてあるのは、「送ってもらった
猪名川の小魚は腐っていて捨てました。以後川
魚は送ってくださるな」という苦情の手紙です。
蕪村もその手紙が後世石碑になると思ってな
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かったでしょうね。悪口は昔も今も謹んでおいた

いてくださり、ガイドが自分の持ち場の説明を終

方がよいという教訓になりました。
その後、産業道路沿いの正覚寺→墨染寺→
鬼貫生家跡に立つ鬼貫句碑の説明を経て三軒
寺広場に到着。無事ガイドを終えました。
参加団体の方は、ガイドの説明を皆熱心に聞

えるたびに拍手をしてくださいました。そして最
後には、「また来年もお願いしたい」と言ってくだ
さいました。またガイドを頑張ろうという気持ちを
頂いた本日のガイド報告です。
（高木 記）

手話ガイドで学ぶこと
11 月 8 日（日）午前 9 時 30 分から正午過
ぎまで、ろうあ部会からの依頼により、ガイ
ドを実施。当日は秋晴れの史跡散策日和だっ

当方からは先方の幹事に、ガイド資料をだい
ぶ以前に渡していたのだが……。
筆者は、ガイド用パネルを 10 枚ほど用意して

た。
有岡城跡をスタ
ートして、伊丹空港
そばの桑津神社、
称名寺、加茂神
社、春日神社、阿
部正次墓所、岩屋
遺跡の順に巡った。
参加者 23 名。コロナ感染対策として第 1 班
11 名、第 2 班 12 名の 2 班に分かれて、1 班は

いた。神社建物の配置図、神社由緒、祭神名と
その読み方をかなで示したパネルなどなど。手
話通訳がつくとはいえ、視覚に訴える資料の必
要性を感じたのである。
第 1 班は、最後の岩屋遺跡でのガイドを午前
11 時 40 分ごろ終えた。第 2 班には体調の悪い
方がいたようで、20 分ほど遅れて到着。結局、
すべてが終わったのは午後 12 時 10 分ごろだっ
た。参加者は礼儀
正し く 、 何度も お

吉岡、角谷、末次の 3 名、2 班は山田、内橋の 2
名で案内をした。
各見学スポットでのガイド風景。我々がマイク
を通じて説明する傍らで、手話で通訳する人が
ついた。手話通訳はプロではなく、手話サーク
ルの人たち。手話を習い始めて日の浅い人も含
まれていた。通訳仲間同士の会話を洩れ聞い
たところによると、ガイド資料の配布が当日だっ
たために、各地の文化財について事前学習が
十分にできず、通訳がうまくいかないようだった。

礼を言われた。

お薦めの本

聴覚障害者をガイ
ドするのは初めて
の経験だった。通
訳を通じてのガイ
ドは今ひとつ思いが伝わらない、もどかしさを覚
えた。この種のガイド依頼が増えるようであれ
ば、我々も手話を学ぶ必要があるのではない
か、と感じた次第である。
（末次 記）

「フロイスの見た戦国日本」

川崎桃太
ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスは 1563 年、31 歳の時に布教活
動で日本を訪れます。日本語や日本の風習を学びながら、65 歳長崎で亡
くなるまで、全国をめぐって布教活動に努めます。その間、織田信長、
豊臣秀吉、和田惟政、高山右近、荒木村重と云った有名な戦国大名たち
と会見し、その記録を「日本史」として残しています。現在「完訳フロ
イス日本史」は全 12 巻出版されていますが、本書はダイジェスト版にな
っています。
最近、ヨーロッパの 16 世紀の文書が公開され、来日したキリスト教の
宣教師たちが世界征服を目的に、戦国武将を利用していたことが明るみ
になってきました。異国の宣教師の眼から、武士の世界がどんな風に映
っていたのか、興味深いものです。
（金川 記）
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定例会発表

疫病の歴史

伝染病から感染症へ

松田 孝雄

後に、わが国の天然痘患者はゼロ
1976（昭和 51） 日本、定期種痘を停止
1977（昭和 52） 世界最後の天然痘患者を記
録
1980（昭和 55） ＷＨＯ「世界天然痘根絶」を宣
言
＜ジフテリア＞
我が国におけるジフテリア患者は、1945 年に
は約 8 万 6 千人（その約 10％が死亡）であった

小学校 6 年生の頃、法定伝染病の覚え方とし
て、病名の頭文字を並べて“トジシペパニハチ
コリ セ”というのがあった。語呂が良く６０年余り
を経た今も覚えている。
ト：痘瘡、ジ：ジフテリア、シ：猩紅熱、ぺ：ペスト、
パ：パラチフス、ニ：日本脳炎、ハ：発疹チフス、
チ：チフス、コ：コレラ、リ：流行性脳脊髄膜炎、
セ：赤痢
ただし平成 11 年 4 月 1 日より「感染症新法」
が施行となり、これにより従来の「伝染病」という
呼称は使われなくなった。

旧伝染病の歴史

が、最近 10 年間（1991〜2000 年）では 21 人と
著しく減少した。ジフテリアを含む三種混合ワク
チンは世界各国で実施され、その普及により発
生数は激減している。

旧伝染病のうちおもだったものについて、過
去から現在に至る様子を示す
＜痘瘡（天然痘）＞
天然痘は紀元前より、伝染力が非常に強く、
死に至る疫病として人々から恐れられていた。
天然痘の略年表

＜ペスト＞
古来複数回の世界的大流行が記録されてお
り、14 世紀に起きた大流行では、当時の世界人
口の 22％にあたる 1 億人が死亡したと推計され
ている。我が国においては 1899 年にペストが日
本に侵入してから 1926 年までの 27 年間に大小

735、737 年（天平７、９年）２回の大流行で、藤
原氏一族をはじめとして多くの死者が出る
16世紀 スペインが新大陸に天然痘を持ち込
み、このためウズテク帝国が滅亡する
1796 年 イギリスの医師ジェンナー初めて牛痘
苗による種痘実施
1849（嘉永 2） 緒方洪庵ら大阪に除痘館開設、
伊東玄朴により江戸での種痘初め
1885～97（明治 18～30） 国内の第 1～３回大
流行、それぞれ死者３万、２

の流行があり、感染例 2,905 名（うち死亡例
2,420 名）が報告された。1927 年以降は国内感
染例の報告はない。
＜日本脳炎＞
日本脳炎ウイルスは極東から東南アジア、南
アジアにかけて広く存在しており、全世界で毎
年 3.5～5.0 万人の患者と１万人以上の死者が
発生している。わが国においては、1960 年代に
は毎年数百名以上の患者数が報告されていた
が、ワクチン接種の推進、生活環境の向上によ

万、１万人台
1926（大正 14） この年の死
者数 158 人、以後昭和 20 年
まで死者 100 人を超える年は
ない
緒方洪庵
1946（昭和 21） 外国からの
引揚の影響で大流行、患者 1 万 8 千人、死者
3 千人
1955（昭和 30） この年の天然痘患者一人を最

り発生数は著しく減少し、近年では年間数名程
度にとどまっている。
＜発疹チフス＞
シラミによって媒介されるリケッチア症で、戦
争、貧困、飢餓など社会的悪条件下で流行する
ことが多く、第一次大戦中にはヨーロッパで数百
万の死者を出している。わが国では戦後の混乱
期 1946 年（昭和 21）には３万人強が発症した。
その後数年間は年間 100 人を超える患者発生
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があったが、以後 1957 年（昭和 32）の１例を除

や感染力のために「不治の病」「亡国の病」など

いて発生はみられない。
＜腸チフス、パラチフス＞
それぞれチフス菌とパラチフス菌による感染
症である。世界では年間に約 1100 万～2100 万
人が罹患していると推計されている。日本では
年間 30～60 例の患者が報告されており、ほとん
どが海外での感染例である。
＜コレラ（虎列刺・虎狼痢）＞
衛生環境が未整備の途上国において多発、
世界では毎年 100～400 万人の患者が発生し、

とも呼ばれていた。戦後、抗生物質ストレプトマ
イシンの普及により治療の途が開け、BCG ワク
チンの普及や生活水準の向上などによって、結
核による死亡者・死亡率は激減したものの現在
も根絶できていない。
＜脚気（かっけ）＞
感染症ではないが、かつて結核と並んで２大
国民病と言われた病気に脚気がある。
脚気になると末梢、中枢神経が冒され、重症化
すると心不全により死に至ることがある。脚気は

2～14 万人が亡くなっていると推定される。
日本では 1858 年（安政 5）の大流行で患者・
死者数は数十万と推定されている。その後明治
期にも万単位の患者・死者が発生する流行を繰
り返し、1920 年（大正 5）を最後に大流行は収束
した。現在日本における発生は国外感染がほと
んどで、年間 10 名以下である。
＜赤 痢＞
わが国の赤痢患者数は、戦後しばらくは 10
万人を超え、2 万人近くの死者をみた。1965 年

長い間原因が不明であった。当時、経験的に脚
気が食事で改善することは一部で知られていた。
明治期の軍隊では大勢の脚気患者が発生、大
きな問題となった。陸軍に徴兵される兵士にとっ
て軍隊で支給される 1 日 6 合の白米食は最大
の魅力であったので、陸軍は白米食の変更に
躊躇した。海軍でも同様に脚気の罹患に悩んで
いたが、対応策として白米主食に拘らず、麦飯
に切り替えたところ、脚気患者が激減した。

頃から激減し、1974 年には 2,000 人を割り、以
降 1,000 人前後で推移している。最近ではおも
にアジア地域からの感染例が半数以上を占め
る。
国内に限っていえば、生活衛生環境の向上、
ワクチン等の開発予防および治療医学の進歩
により、過去に猛威を振るったこれら旧伝染病
の発生は殆どゼロに近く、「過去の病気」の状態
に抑え込んでいる。

伊丹および近辺の様相
（天然痘、コレラ対策）
衛生問題とコレラの流行
（伊丹市史第三巻より抜萃編集）
天然痘
・・・当時最も恐れられていたのは天然痘で孝
明天皇の死因もこれであっただけに宮中にあっ
てもすでに早く種痘が行われ、政府も明治初年
以来、種痘を推奨することがたびたびあった。
当時一般には種痘は恐れられていたから、摂津
県においても明治二年四月には『種痘之儀は
天下之良法に候処、愚昧之者共兎角狐疑抱キ、
自然痘を以て夭死為致候者不少、以之外事ニ
候、向後別紙申達候通、御雇医師廻村之砌申
出之上速ニ種痘相請可申、若此上相疑候もの
有之二おゐてハ訖度可及沙汰者也』との触書を
村々に回し、五月には緒方拙斎・大井卜新・村
中台吉・瀬田耕平の四人の医師を村々に派遣
した。村々では寺院や惣代の私宅を診療所に

結核と脚気・・・二大国民病
＜結 核＞
結核は「過去の病気」ではなく、いまだに年間
約２万人以上が発症し、2,000 人が亡くなる最大
級の感染症である。2014 年では人口 10 万人に
対する新規患者数（10 万対罹患率）は 15.4 人
で、米国の 5 倍に上り、未だ「中蔓延国」と位置
付けられている。昭和２０年代まで、結核は日本
人の死亡原因の第 1 位であり、その高い死亡率
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あて、患者の治療と種痘を行った。・・・
コレラの流行
・・・明治十年八月上海から長崎に伝えられた
コレラ病はたちまちに全国に蔓延した。いった
ん小康を得たのち十二年になって再び流行し、
その勢いは止まるところを知らなかった。罹病者
ならびに死者の数が、十年の流行時のそれの
十数倍に達したことで、その激しさは想像できる
であろう。そのピーク時の七月にはわずか二週
間に川辺郡だけで新しい罹病者 100 人、死亡
67 人に達している。政府は同年六月、コレラ病
予防仮規則を制定して流行の阻止を計ったが、
数少ない避病院に収容できるのは孤独・貧困で
看護人を雇うことのできないもののほか、特別の
事情のあるものに限られた。そのため罹病者の
家には「其病名ヲ大書シテ門戸に貼付」し、また
罹病者や死者を運搬するときは、黄色の小旗に
「コレラ」の三文字黒記してこれを掲げさせる等
の消極的な手段しかなかった。・・・・・・
コレラとその対策 園田村

1/20,000 「伊丹」明治 44 年発行
矢印が伝染病舎の記号

は死亡する事態が起こった。・・・園田村では中
食満の市立東高校の地に病棟が設けられた。
その姿は馬小屋のようなもので、とくに治療法も
なく、あたかも死に待ちするようなものであった。
戦後取り壊された。
※ 園田村 現在の尼崎市北東部に位置し、

（園田のあゆみ 猪名の会発行）

伊丹市に隣接する。昭和 22 年に尼崎市に

明治期になってチフス・コレラ・赤痢等の流行
病が発生し、とくにコレラは明治 12 年（1879）、
18 年、23 年、28 年に大流行し、患者の 7～8 割

編入された。

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

臼は当時使用していたものであるとのこと。
・・・精米所は明治 22 年に創業、昆陽井川の
水を引き入れ水車を回し、10 キロ入り石臼 20 台
で玄米を精白した。同 41 年に英国製の石油発
動機を導入して石臼の数も増え最盛期には 50

［ 町の小さな文化財 第 21 回 ］

御願塚の水車精米所跡
（稲野町 3 丁目）

台が稼働し、石臼による精米は昭和の初めまで
続いた・・・＜御願塚ふるさとマップ 御願塚史
跡保存会＞
伊丹には他に西国街道と多田道が交差する
北村、猪名川左岸の旧中村に「水車房」の記号
が地図に記載されている。
伊丹は平坦地であるため十分な水流の落差
が得られず、地形的に水車を稼働させるのには
適さない。このため水車精米の導入は難しく、
長らく人力による足踏精米に頼ってきた。

阪急稲野駅より塚口寄り線路の西側に建つマ
ンション、植込みの囲いに八角の石臼を 2 段に
積んであり人目を引く。ビルのオーナーに伺うと、
明治期同地に酒造用の水車精米所があり、石
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一方灘地域は背後に六甲山系を控え、急流
の谷川は水車設置に最適であった。 18 世紀
後半から水車精米が始まり、最盛期の明治末期
には 200 を超える水車精米所が稼働したといわ
れている。
明治 40 年代以降に蒸気機関が導入されるよ
うになって人力精米は終了した。御願塚の水車
精米所は伊丹の数少ない水車精米所の 1 つで
ある。
（松田 記）

「御願塚古墳」
「水車房」
1/20,000「伊丹」明治 44 年発行

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

と命名し、南嶺はこの地で数々の情感あふれ

上田南嶺「古城庵」

た作品を生み出している。
そして、
昭和 18 年、
南嶺は「このたびは 汽車も電車もいらぬ旅
ただ六文で 弥陀の浄土へ」の辞世の句を遺
して、86 歳の生涯を終える。
「他人様と言い争ったことは一度もありま
せんでした。どんなに気に入らぬこと、自分

伊丹駅前にある「荒村寺」を少し西に歩く
と、
「古城庵」がある。都会の喧騒の中に異空
間がポツンと佇んでいる。そこは幕末から昭
和の激動の時代
に生きた日本画
家上田南嶺が人
生の終わりを過
ごした、終の棲家
である。
上田南嶺は幕末（1858 年）に京都で生まれ
た。上田家は代々儒医にして、京都御所のご
用を務めた由緒ある家柄である。鳥羽伏見の
戦火から一家は大阪に移り住み、南嶺は三井
大阪両替店で丁稚奉公をしたのち、鉄道大阪
駅出仕となる。幼いころから絵を描くことが

の考えと違ったことを言われても平気で、そ
の場を明るくしていました。一生のうち、一
度も危険な目に会ったことがなかったそうで
す。
」と、南嶺のご子息が語っている。
精励な教師であり、質朴な家庭人であり、
子弟や家族から慕われ、絵を通じて大隈重信
や鴻池善右衛門などの著名人から後援される
ことになる。また、茶道や俳句にも親しみ、
風流の友も多かったようだ。
激しく揺れ動く時代に翻弄されることなく、
最後はこの「古城庵」で日本絵画に没頭でき
た人生であった。
「古城庵」は歴史散策（A コース）の通り
道になっているが、ガイドしている姿を見た
ことがなく、いつも素通りする文化財となっ
ている。ちょっと立ち止まって、上田南嶺の
人生に触れてみてはどうだろうか。
（金川 記）
※参考図書：上田勇「上田南嶺」

好きで、18 歳の時大阪天満に住んでいた円山
派渡辺祥益に入門する。その後、大阪駅出仕
を辞し女学校で図画教師として勤務した後、
画業に専念し写実的、自然主義的な日本画と
向き合う。明治 24 年ロシア皇太子（のちのニ
コライ 2 世）
が来日した際、
法隆寺の依頼で、
献納図として法隆寺真景図を描いている。
大正デモクラシーの時代に入り、還暦を迎
えた南嶺は伊丹の酒造家小西新右衛門の勧め
で、伊丹に居を構える。この居を「古城庵」
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博物館見てある記⑥

兵庫県立考古博物館
（所在地：兵庫県加古郡播磨町大中 1-1-1）

末次 弘幸

兵庫県立考古博物館は伊丹からＪＲ神戸線
土山駅まで約 1 時間 15 分、同駅南口から徒
歩約 15 分（約 1.1km）の距離で、駅から博物
館までは「歴史とのであいミュージアムロー
ド」という遊歩道が整備されている。道の両
側に現代から弥生時代までの主な出来事を記
した小さな解説板が設置され、時代を遡る歴
史散歩を楽しんでいるうちに、大中遺跡公園

て説明がみられる。交流のコーナーでは、木
製の舟などが展示されている。
特別展示室では、2020 年 10 月～11 月期
の特別展
「兵庫ゆかりの武将たち—明智光秀と
その時代—」が開催されていた。本展では、県
内各地で活躍した武将の肖像画や武具、関連
城跡から出土した考古資料などが見られた。
記憶に残る過去の特別展としては 2016 年 2

に隣接の博物館に到着する趣向である。

2007 年（平成 19）10 月の開館で、館内には
常設展示室（テーマ展示室）
・特別展示室のほ

月～3 月に開催さ
れた「松帆銅鐸特
別公開」がある。
2015 年 4 月、南あ
わじ市松帆で発
見された「松帆銅
鐸」7 口のうち、5 口と舌 4 本が、詳細な解説
とともに展示され、銅鐸好きには垂涎の展覧
会だった。
2019 年 4 月～6 月に開催の特別展「縄文土

か、発掘を体験できる体験展示室（
「発掘ひろ
ば」
）
、勾玉作りなどが体験できる体験学習室
があり、
「触れる・体感する考古学のワンダー
ランド」をキャッチフレーズにする体験型の
博物館である。
常設のテーマ展示室には、兵庫の遺跡や遺
跡から出土した遺物を４つのテーマ
（
「人」
「環
境」
「社会」
「交流」
）に分類して、展示・解説
している。
中へ入ると、日笠山貝塚（高砂市）で見つか

器とその世界」も思い出深い。展示された縄
文土器の数々を見て、どきどきしていた。そ
の時である。
伊丹市立博物館にあるはずの
「籾
圧痕付きの浅鉢」
（伊丹口酒井遺跡出土）が、
目に飛び込
んできた。
古い友人に
思わぬ場所
で、ばった
り出会った

った縄文人（約 2800 年前）の人骨展示から始
まり、縄文・弥生期の土器、石器、弥生時代
の祭祀、農耕生活の様子などの展示がある。
石包丁については、レプリカで使い方が説明
されている。弥生時代の武器についての展示
では、
戦いに使われた石器、
鉄器などがあり、
古墳時代の石棺、須恵器、埴輪などの展示が
ある。
社会のコーナーでは奈良時代・平安時代の

感じがし
た。
「おやお
や、
アサバチはん。
気張ってはりますなぁ！！」
博物館の展示を見て疲れたら外に出る。隣
接する大中遺跡（弥生時代後期から古墳時代
初期の集落跡）に整備された緑豊かな公園
で、復元された竪穴住居を見ながら、弥生気
分にひたり、ほっこりとするのも楽しみの一
つである。

展示として、官道沿いに設置された駅につい
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活動記録 （９月～１１月）
【定例会】
・9/8（火） ・10/13（火） ・11/10（火）
【案内ガイド】
・10/4（日）Ａコース（自然大学校 大阪市）
・10/14（水）Ａコース（公務員
連盟 伊丹市）
・11 月 8 日（日）Ｆコース（福祉団体 伊丹市）
・11 月 28 日（土）有岡城
跡（個人 今治市）
・11 月 29 日（日）文化財保護啓発事業史跡ガイド
【歴史ロマン体験学習支援】
・10 月 24 日（土）藍染に挑戦
・11 月 7 日（土）マーブリングに挑戦
【屋外研修】10 月 29 日（土）明智光秀ゆかりの福知山を歩く
11 月 20 日（金）淀屋橋・北浜史跡めぐり（御堂筋ライトアップ）
【文化財清掃】
・10 月 20 日（火）
マーブリングに挑戦
・11 月 28 日（土）市内史跡一斉清掃
《秋季有岡城跡清掃》
10 月 20 日（火）午前 9 時から清掃を行いました。今回は日本
画家「上田南嶺(なんれい）
」の晩年の居で、有岡城跡近くにあ
る「古城庵跡」の清掃でした。当日は秋晴れのガイド日和で、
気持ち良く実施出来ました。
参加メンバーは計 11 名。スペース的には充分な人数ですが、
季節柄落ち葉や古木も多く、終了した時には少し汗ばむ程で
した。
（山本 記）
今後の予定 （12 月～1 月）
【定例会】
・12/8（火） ・1/12（火） ・2/9（火）
【案内ガイド】
・12/6（日）Ａコース（シニアカレッジ 宝塚市）
・12/10（金）Ａコース（コ
ミュニティカレッジ 豊中市）
・12/11（金）昆陽寺（老人クラブ連合会 伊丹市）
【歴史ロマン体験学習支援】
・12 月 12 日（土）クリスマスツリーを作ろう
・1 月 23（土）手ぬぐいに模様をつけよう

会員募集

伊丹の文化財を、ともに学び、語り合い、
ガイドをしてみませんか

伊丹市文化財ボランティアの会は、伊丹市民ならびに市外
から訪れた方々に、伊丹の歴史や文化財の魅力を伝えるため
に活動しています。
会員になるには全 8 回の養成講座の修了が必須です。
第 26 回文化財ボランティア養成講座予定（各２時間程度）
①令和 3 年 1/19(火) ②1/26(火) ③2/2(火) ④2/9(火)
⑤2/16(火) ⑥3/2(火) ⑦3/16(火) ⑧3/20(祝・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（令和３年 1 月 1
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 社会教育課 文化財担当まで
☎072-784-8090 9 時～17 時 30 分(土、日、祝休)
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