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令和 3 年度総会開催
4 月 13 日（火）スワンホールにおいて、令和 3
年度総会が開催されました。
新型コロナウイルス感染拡大のため、出席者
のソーシャルディスタンスに気を付けながらの開
催となりました。
末次会長に続いて、伊丹市教育委員会事務
局生涯学習部中畔主幹から挨拶の後、議案の
報告・説明がありました。内橋副会長の令和 2 年
度活動報告、丹野会計の令和 2 年度会計報告
が行われた後、高木副会長より新年度会員 46
名のうち、当日の出席者 37 名で総会が成立す

続いて、新入会員 4 名の紹介があり、令和 3
年度は会員数 46 名でスタートすることになりまし
た。
総会・定例会終了後懇親会が催されましたが、
新型コロナウイルス感染防止のため、参加した

るとの報告がありました。続いて、末次会長より
審議事項として火曜会・分科会規定の改定の説
明があり、さらに内橋副会長より令和 3 年度活動
計画案、丹野会計より予算案が提案され、討議
の結果、原案どおり承認されました。

会員は用意されたお弁当を黙って食べるだけと
なり、仲間との歓談や余興などを楽しむことが出
来ませんでした。
（金川 記）

受講生ガイドによる市内史跡めぐり

第２６回文化財ボランティア養成講座

村重の有岡城と伊丹酒

第 26 回文化財ボランティア養成講座（市教育
委員会主催：全 8 回）は令和 3 年 1 月 19 日（火）

3 月 20 日（土・祝）の最終 8 回目は、締めくく

から始まりました。第 1 回目オリエンテーション、
4 回の講座（村重、城郭な
ど）が続き、6 回目からは
史跡めぐりガイドの準備
に入りました。

りとして、受講生による史跡ガイド実践が行われ
ました。
昨年は新型コロナの影響で史跡めぐりは中
止になりましたが、当日は一般参加者 13 名、
受講生 7 名、社会教育課 3 名、当会から 3 名
の総勢 25 名が参加しました。

【ボランティアガイドの案内】 伊丹市内に散在する文化財（史跡）のガイドを
ご希望される方は伊丹市教育委員会事務局内 文化財担当まで電話（☎：072-784-8090）
または文化財ボランティアの会にメール（ibunbora@yahoo.co.jp）でお申込みください。
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昨年 6 月に伊丹と灘五郷の酒造りが日本遺

たが、受講生のみなさんはガイド説明の工夫

産に認定されたこともあり、今年のテーマは
「村重の有岡城と伊丹酒」で、社会教育課中
畔主幹の開催挨拶の後、有岡城跡から史跡め
ぐりに出発しました。
見学コースは、有岡城跡（カリヨン前）→
有岡城跡（主郭部）→墨染寺→堀跡・大溝筋
（老松酒造前広場）→長寿蔵→猪名野神社で
す。
村重の有岡城ということで、有岡城跡では
カリヨン前と主郭部を 3 人の受講生が詳細な

や練習を重ねられ、各自の持ち時間内でガイ
ドされていました。今後もこの経験をもとに

説明を行いました。その他のガイドポイント
でも各人より講座での学習成果を活かした説
明がありました。
墨染寺のガイドの後、老松酒造前広場で大

ボランティアガイドとして活躍されることを
期待致します。
当日は週間天気予報では雨の予報で、雨天
の場合はことば蔵での発表の予定でしたが、
受講生の願いが通じたのか当日は絶好のガイ
ド日和でした。また、
新型コロナ禍の
ガイドというこ
とでソーシャル
ディスタンスを
取ると共に、ハン
ドマイクはガイド担
当者が変わるごとに消毒を行うなどの感染対
策を取りながらガイドが実施されました。
（内橋 記）

溝筋と、三軒寺付近の町屋域で発見された堀
跡についてガイドがありました。いつもなら
次に旧岡田家住宅に行くのですが工事中のた
め、
長寿蔵前で伊丹酒のガイドとなりました。
猪名野神社でのガイドの後解散となりまし

第 26 期

新人紹介

新しく会員になられた 5 名の方々の自己紹介です。みなさん、よろしくお願いします。
会もなく生活してまいりました。今般時間的にも
若干余裕が出来ましたので、少し伊丹の事を深
掘りしたいと思い研修に参加し、本会に加入さ
せていただいた次第です。まず自己の健康に
最善の注意を払い、人様に迷惑をかける事無く
お役に立てればと思います。
少し古人の気持ちにも接してみて、自分なり
に知恵を深めてまいりたく思いますので、よろし
くお願いいたします。

小川 一昭（おがわ かずあき）

伊丹に居を構えて長年になりますが、仕事に
かこつけて伊丹市の事を、意外に詳しく知る機

2

れて、大阪から奈良、京都、出身地、広島県三

竹越 彰（たけこし あきら）

原市まで足を延ばして、福山、尾道、瀬戸田に
まで、わざわざ塔を見学に行くことに自分ながら
おどろいています。
伊丹に住み市内の史跡等にも関心を持つ様
になりました。伊丹市の文化財ボランティア養成
講座を受けるきっかけにもなり、目的は認知症
予防のつもりでしたが、中々深いものがあります。
初心者ですが宜しくお願いします。

琵琶湖の水で育ちました。その後、エゾ地に
渡り、兵庫の川西、大阪の長吉、京都の帷子ノ
辻や二条を経て、バイヤーになり、各地 23 か所
に住みました。西は広島、四国、三重、愛知、千
葉、埼玉、群馬、茨城、秋田、北海道と 23 回転
勤をしました。お蔭様で、各地の美味しいものを
安く口に入れる楽しさを味わうことが出来ました。
仕事柄、調理や料理は多少することが出来ま
す。私は、お酒は一滴もいただけませんが、全
国を廻ってみると、酒蔵のある町は料理も美味
です。その土地土地の自然の条件と、それに従
って咲く文化を調べてみたいとも思っています。

村 正司（むら まさし）

淡路島・大阪で育ち、東京で 20 年の後お隣
の尼崎市に‘90 年より居住しています。
ボランティアのきっかけは現在法隆寺でガイ
ドをしている友人から奈良まほろば検定を受け
ると聞き、なにがなんでも大阪検定をうけること
にしたのがきっかけで、その後大阪くらしの今昔
館でお世話になりました。コロナ禍でボランティ
ア活動は休止となりましたこともあり、昨年外国
人への日本語学習支援ボランティア養成講座を
受講しました。今年から始めましたが当初から休
講となり、復活するも再び危機をむかえておりま
す。
本会には郷土の歴史を学ぶことを目的に養成

中本 洋二（なかもと ようじ）

大阪市天王寺区上本町から伊丹市に終の住
処を見つけ引越し、早 1 年３ヶ月あまりになりま
した。大阪以前は奈良に 35 年、学生時代建築
を専攻しているわりには、奈良の史跡建築物等
には余り興味もなく近代建築の方に目が向きが
ちでした。上本町に事務所を構えていた事もあ
り、13 年前に上本町のマンションに移り、時間も
とれる事で上町台地の研修会に参加する様に
なりました。
難波宮、大阪城、寺町、七坂、四天王寺、住
吉大社、大阪発祥の地と言うことで興味を持ち、
国宝五重塔（芯柱）、三重塔、多宝塔に魅せら

講座へ参加しましたが、熱心な活動まではでき
ないまでもなんとかお役にたてるか、ご迷惑に
ならないようにと思っています。
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山田 美智恵（やまだ みちえ）

伊丹廃寺も跡しかないのにどんな価値があるの
かな？なんとなく抱いていた疑問の答が少しわ
かってくるとともに、昔は田舎でつまらないところ
だと感じていた松山市が、伊丹市と同様に、す
ぐれた歴史と文化を持つ素晴らしい町なのだと
誇らしい気持ちになりました。また、史跡めぐり
ガイドでは、知識があるとないでは、見えるもの
が違うんだなと実感しました。
何ができるかわかりませんが、皆様方にご指導
いただきながら、楽しく学び、何かのお役に立て
ればと思っています。

愛媛県松山市で生まれ、伊丹市民となって
28 年になりますが、歴史や文化財については、
ほとんど興味がありませんでした。自分の勉強
にもなるボランティアがしてみたいと思い、講座

よろしくお願いいたします。

に応募しました。
受講する中で、『伊丹郷町』って聞いたことあ
るけど、普通の町とどう違うんだろう？有岡城も
文化財市民ガイド

冬のガイドと温暖化

2 月 27 日（土）午前 9 時 30 分から正午ごろま
で、歴史ウォーキング「旧西国街道に行基の足
跡を辿る～伊丹市立博物館から昆陽寺まで」を
実施した。前日の雨も上がり、晴れたものの、朝

暖かい博物館
に入館し、2 階
の行基菩薩坐
像を見学した。

の気温は 6 度。冷たい風が吹いていた。
集合場所の伊丹市立博物館前に 15 名の参
加者が時間通りに全員集合。今回は 6 名のガイ
ドチーム（松田・玉浦・竹本・槇・角谷・末次）で、
ご案内を担当した。
先ずは参加へのお礼を申し述べ、受付の楽
屋裏を明かした。「受付期間を 2 月 15 日～2 月
25 日としていたのですが、受付初日の午前中で
定員 15 名に達し、その日のうちに受付を終了し

昆陽池では
行基が傾斜地
と陥没帯という
地形を利用して築造した灌漑用水池であること、
首切り地蔵では地蔵にまつわる伝承と隣にある
昆陽村東の庚申祭所について述べた。
旧西国街道については、稲野小学校前で街
道概要と宿駅、さらに道標、西国街道と有馬道
の交差点では稲

ました」。今回ご参加の皆さまは「選ばれし人た
ち」であることを力説。さらに、2021 年度市民ガ
イド（4 回）の予定についてご案内。次回以降も
スタートダッシュ良く、申し込みをしていただける
ようお願いをして、本題に入った。
今回のテーマである「行基」から説明を始め
た。コロナ対策のため、博物館内での説明を禁
じられていた。寒い館外で、行基の生涯、宗教
家であり社会事業家でもある行基が伊丹に残し
た灌漑施設、人民救済施設などについて説明。

野村道路元標に
ついて説明。有
馬道を歩いて東
天神社へ行く。
神社前で道標を
見て、昆陽という
地名の由来について確認。境内では、東天神
社が行基の昆陽大池や猪名野笹原開拓などの
事業達成祈願所とされた神社であることを概説
し、拝殿裏にある北の庚申祭所を見学した。
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西国街道をさらに進み、長勢橋の碑と昆陽本

跡巡り が 終了

陣跡につきガイド。昆陽寺へ向かう道沿いに設
置された西の庚申祭所で、東、北、西の庚申祭
所につき復習し、次の目的地閼伽井へ。閼伽井
は疱瘡に効果があったというが、コロナには効
かないものか、と思った。正覚院門前でガイドを
して、最後の目的地である昆陽寺を目指す。参
加者から「設定した時間通りですね」と、感嘆の
声があった。
昆陽寺では、その歴史や山門、本堂、観音堂、
行基堂など建築物の特徴などについて解説し、

した。
スタート地点で
は風の冷たさ
が身にしみた
のだが、歩くに
つれて、ぽか
ぽかとした陽気になったのは、地球温暖化のお
かげか。冬の市民ガイドも捨てたものではない
と、感じた次第である。
（末次 記）

行基「ほろほろ」歌碑の前で、正午少し前に史
定例会発表

いま尼崎はおもしろい！

尼崎市立歴史博物館
石柱風の校門柱は昭和２年築造ですが、モ
ニュメントとして保存され、天守閣跡地の碑もあ
ります。
正面玄関の両側に八角形の窓、円柱に支え
られた白い格子の大庇と、その上の時計台はモ
ダンでオシャレな尼崎市の学校の歴史を伝える

伊丹に魅力を感じ、通いはじめて 10 年経過
しました。尼崎のイメージを良くしたいと、近松や
寺町に関わってきました。
昭和 61 年（1986）、市政 70 周年記念事業とし
て博物館建設予定が、バブルが弾けて実現しま
せんでした。当時、優秀な学芸員の方々が採用
され、現在も勤務されています。
待ってました！34 年振りの快挙。悲願達成で、
私達もこのオープンの日を待ち望んでいました。
尼崎は 2000 年以上の歴史を持ち、中世は港
町、近世は城下町として栄え、明治以降は産業
都市として発達し、多くの歴史遺産があります。
この場所は江戸時代、尼崎城本丸の北側部分
にあたり、建物の北東に四層の天守がありまし
た。
平成 31 年（2019）尼崎城天守が再建されたば
かりで、令和 2 年（2020）10 月 10 日、市立歴史
博物館がリニューアルオープンの運びとなりまし
た。

近代建築遺産です。
この学校の建物を博物館施設として全面リニ
ューアルしての開館です。新しい博物館は、市
立文化財収蔵庫と、市立地域研究史料館の二
つの機能を統合しています。
ここで博物館の各フロアの状況を紹介しましょ
う。
まず１階は事務室と市民活動室。
２階は元教室１～６室を展示室に改装してい
ます。第１室は原始・古代：弥生時代の東園田
遺跡でイイダコの壺が 490 個も発掘されました。

４９０個のイイダコ壺
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また、水堂古墳より発掘された三角縁神獣鏡が

ていますが、これは名建築家村野東吾の設計

展示されています。
第２室は古代・中世：猪名寺廃寺の鴟尾の復
元模型とこの寺の近くの住居の復元模型が展示
されています。
第３室は近世その１：尼崎城の模型が目につ
きます。
第４室は近世その２：九曜紋桜花紋入り火事
兜が展示されていますが、火事場で目立つよう
に松平家の家紋と派手な頭巾となっています。
第５室は近代：ロシアの黒船、嘉永７年（1854）

です。庁舎の形は地図のお城のマーク（ ）を
イメージしています。
三階は尼崎市の歴史的公文書や古文書、地
域の史料収集保存し、閲覧も出来る地域研究
史料室です。文化財収蔵庫の頃から数々の展
示会が催されてきました。
また、毎月第二水曜日の「水曜歴史講座」は
平成７年から続いています。毎月、学芸員の熱
意の籠った講座は大盛況ですが、昨年はコロナ
で人数制限され、大変です。

尼崎沖に現れる。（浦賀にペリーが入港した少
し後です）
第６室は現代：尼崎市役所の模型が据えられ

縄文から現代まで、歴史を語れる尼崎へ是非
お越しください。
（浮田 記）

研修サロン班活動報告
研修サロン班の活動目的

松田孝雄

各時代の文人と伊丹との関わりを探ってみます。

ここ数年、コロナ感染拡大による影響を除外
してもガイドの依頼件数が減少しており、回復の
兆しは見えていません。また当会の活動拠点で

「第１回文学碑めぐり」
勉強会および屋外研修

ある旧岡田家が博物館移転工事のため休館状
態になっています。以前と比べ会員の活動の場
が縮小していることは否めません。会員の皆さ
んは“髀肉之嘆”を託っているのではないでしょ
うか。
研修サロン班の目的は勉強会・屋外研修を計
画・運営して、会員に活動の場を提供することに
あります。皆さんどうぞ研修サロン班の勉強会、
屋外研修に参加して下さい。

60 余基の歌碑を地区別に分け、このうち「第 1
回文学碑めぐり」として伊丹小学校付近および
郷町南部の 13 か所について、勉強会・屋外研
修を開始しました。
勉強会は 1 月 28 日（木）、参加者 12 名で開
催、初回の講師はとくに荒西さんにお願いしま
した。屋外研修は 3 月 4 日（木）に実施、当日は
天候に 恵ま れ 、
16 名が参加、阪

さて何からやって行こうかと迷いましたが、活
動の手始めとして「文学碑めぐり」を取り上げまし
た。伊丹は古く万葉・平安の時代から猪名野・昆
陽野・昆陽池が詠まれました。江戸時代の元禄
期とその前後の時代は酒の生産で繁栄を極め、
裕福な酒造家は文人墨客を招いてあらゆる文
芸が勃興しました。これらの文学遺産を顕彰す
るために市内には昭和 60 年頃に建立された 60
基余りの文学碑があります。また幕末期に建立

急伊丹駅前に集
合して、13 ケ所
の文学碑をめぐり
ました。
池田宗旦句碑
伊丹小学校西
隣の一ツ橋公園から開始、ここには鬼貫も学ん
だ俳諧塾の也雲軒を開いた池田宗旦（1636～
1693）の句碑（1）「踏まれけり 花口惜か 今一度
さけ」があります。伊丹小学校の外周植込み南

された句碑もあります。これらの文学碑を通じて

面には鬼貫の句碑（2）「行水の すてところなし
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虫の声」があります。小学生にも理解しやすい
句で、小学校に設置するにはふさわしいでしょう。
また東面には幕末期に郷学「明倫堂」の教頭
（校長）を勤めた橋本香坡の漢詩の碑（3）があり
ます。明倫堂は昆陽口、現在の伊丹ホール付
近にあったことから、その近くの場所として伊丹
小学校東面が選ばれたのでしょう。小西酒造長
寿蔵の売店入口に若山牧水の歌碑（4）「手に取
らば・・・」があります。酒豪の牧水は白雪が大の
お気に入りであり、歌碑設置には恰好の場所で
す。
三井住友銀行敷地内には鬼貫の句碑（5）「に
よっぽりと・・・」と、鬼貫と赤穂 47 士の一人大高
子葉（源吾）の交換句の碑（6）が並んでいます。
産業道路沿いに頼山陽の漢詩の詩碑（7）があり
ます。頼山陽は伊丹の酒「剣菱」がお気に入り、
山陽の母は白雪を好みました。
墨染寺には鬼貫と 6 歳で亡くなった長男との
親子墓と鬼貫句碑(8)「秋ハ物の 月夜烏ハ い
つも鳴」があります。

第２回 遍照寺鬼貫句碑＆小さな文化財
花見散歩 ４月１日（木） 実施
骸骨の句碑
明井山遍照寺は浄土真宗の寺院で、もともと
東桑津にありました。飛行場拡張工事のため戦

遍照寺の門前で説明

前に東桑津から現在の鈴原町に移転しました。
当寺院には梶曲阜が幕末期に東桑津の境内に
建立した鬼貫の句碑、「骸骨の上を粧て花見哉」
があります。当時の住職明井華雲は梶曲阜ほか
文人墨客との交流があり、多くの書画を保存し
ています。お寺の移転により句碑も当地に移っ
てきました。
遍照寺はガイドコースから離れているため、こ
れまで訪問する機会に恵まれませんでした。お
そらく初めて訪れる会員がほとんどでしょう。小

墨染寺境内の鬼貫句碑

墨染寺の隣の遊園地には阪神タイガースの
「六甲おろし」の作詞者、佐藤惣之助が鬼貫の
墓に詣でた詩碑（9）があります。少し離れて大
坂道に面した有岡公園には梶曲阜の文学碑
（10）と、蕪村の書簡碑（11）、西鶴の文学碑（12）
の 3 つの碑があります。
鬼貫句碑（13）「鵯や世の囀りも・・・」が建つ鵯塚
は、現在私有地になっているので、見学はでき
ません。以上が第１回文学碑めぐりのあらましで
す。

境内で句碑を見学

生も以前から行ってみたいと思い、今回はとくに
桜の開花時期を狙って「骸骨の句碑」を訪れる
計画を立てました。
この句は享保３年（1718）鬼貫５８歳の作とい
われています。蓮如上人の白骨の章「されば朝
には紅顔ありて夕には・・・」を連想します。
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「こいこいと・・・」句碑

くに住んでいますが、これまで全く知りませんで

王たるキリスト教
幼稚園と五合橋筋
を隔てた西向か
い、交番が あ る緑
地の敷地内（鈴原
町１丁目）に句碑が
あることを会員から
教えて頂きました。
小生は４０年ほど近

した。鬼貫が八歳のときに作ったとされる「こいこ
いといへど蛍がとんで行」の句碑です。自然石
に大きな分りやすい文字で彫られており、童心
に帰った気分で鑑賞することができます。碑の
裏面には昭和５５年建立とあり、ご近所の俳句に
趣味のある方が建てられたようです。
建立の場所、句の選択として幼稚園の向かい
に設置するのはうってつけでしょう。

広報・ＰＲ活動奮闘記
伊丹市内に散在する文化財の魅力について、
市民の皆さまや市外からのお客さまにお伝えし
ていくことが、文化財ボランティアの会活動目的
の一つであり、この目的実現へ向けて、ボランテ
ィアガイド、会報・ホームページなどの広報活動
を展開している。
2020 年 6 月 19 日に「伊丹諸白と灘の生一本」
にまつわるストーリーが日本遺産に認定された

いても話した。石
垣遺構へ移動し
て石垣について
話した後、写真
撮影を 行い 、 午
前 11 時過ぎに取
材は終わった。
「県民だよりひ

ことを受けて、新聞・テレビなどメディアの「伊丹」
への関心が少しだけ高まったようで、1 月から 2
月にかけて取材依頼が相次いだ。
「伊丹の文化財」について、少しでも多くの人
に知っていただきたいとの思いから、積極的に
取材対応した広報マンの活動の一端をご紹介
したい。

ょうご」3 月号に、
「 清酒 発祥 の 伊
丹」として取り上
げられた次第である。

末次 弘幸

2．ケーブルテレビベイコム番組「歴史街道」
2 月 1 日（月）午前 11 時 30 分から旧岡田家
住宅と長寿蔵の前で、ベイコム番組「歴史街道」
の収録が行われた。日本遺産を受けて、伊丹、

1．兵庫県広報紙「県民だよりひょうご」
1 月 25 日（月）は久しぶりに青空となり、日が

西宮、尼崎で撮影するという。
午前 11 時 20 分ごろから、ブルゾンと帽子を
着用して、旧岡田家前で待つ。ディレクターから

差す天候となった。午前 10 時過ぎから有岡城
跡で、「県民だよりひょうご」の中川記者とカメラ
マンの取材を受けた。
カリヨン横にある有岡城跡の説明版の前で、
有岡城を語るキーワード（惣構・石垣・庭園遺構）
を交えて、有岡城略史とその意義ならびに国の
史跡に指定された経緯につき説明。
1578 年 10 月からの籠城戦の最中に黒田官
兵衛が村重を説得に来たことと藤の花伝説につ
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服装は自由と言われ、迷ったのだが、「勝負服」
にした。
時間通りにディレクターはじめ撮影クルーが
到着。お相手役は浜口愛子さんという女性タレ
ントだった。
浜口さんから「清酒発祥の地」について訊か
れ、それに答える、さらに旧岡田家住宅の特徴・
意義につき、質問されて答える。一発でＯＫが
出た。
長寿蔵へ移動して、昔の酒蔵であることなど
につき説明をして、正午過ぎに撮影が終了し、

が到着したのは、さらに 5 分後だった。
カリヨン横にある説明版の前で撮影が始まる。
荒木村重と有岡城の歴史と黒田官兵衛ゆかりの
藤の花について話した。石垣遺構の前では、石
垣の意義について語り、最後に内堀へ案内した。
マイコさんから伊丹の良い点を質問され、各種
文化財が比較的狭い市域におさまった「文化財
の宝石箱である」と答えた。撮影終了と思ったの

お役御免となった。
「歴史街道」は 15 分という限られた時間で、日
本遺産について要領よく、分かりやすく構成さ
れた番組に仕上げられていた。
ディレクターとの事前打ち合わせ（1 月 14 日）
の際、酒造現場を撮影したいとの要望があり、
小西酒造に案内して取り次いだところ、撮影が
認められたとのこと。酒造現場の映像で、番組
が引き立った感じがした。

だが、内堀から見上げるカリヨンについてマイコ
さんから質問を受け、答えたところ、それを見て
いたディレクターが、この場面も収録しようと言
い出す。再度カメラを回すことになる。午前 10
時ごろ収録が終了した。
兄妹のお笑いコンビがリポーターを務める情
報番組で、底抜けに明るいお二人と有岡城跡
について楽しく語り合っているうちに、収録が終
わった。
放映を見ての感想だが、楽しいうちにも有意
義な番組に仕上がっていた、というと「自画自賛」
のそしりを受けるだろうか……。

3．ｅｏ光テレビ「ビタペディア」
2 月 4 日（木）午前 9 時過ぎからｅｏ光テレビの
「ビタペディア」という番組の制作が行われた。
集合場所の有岡城跡には午前 8 時 40 ごろか
ら待っていたのだが、撮影クルーが到着したの
は午前 9 時を少し過ぎた頃だった。
レポーターのビタミンＳ（お兄ちゃん・マイコ）

昼食会での出来事と浮田さんへの感謝の言葉

末次 弘幸

昼食会での出来事について
総会後の昼食会は、予期せぬ出来事への序
章であった。それは会員相互の親睦と新入会員
歓迎を兼ねて、総会と同じ会場（スワンホール多
目的ホール）で開催された。
施設側の指示によるコロナ感染防止対策に
従い、1 つの机に 1 人が前向きに座る。参加者
は弁当を受け取り、席に着いて食事を楽しんで
いた。一人ずつ順番に自己紹介を始めてすぐ

ていた浮田さんが、突然倒れたのだ。スワンホ
ールの事務室に連絡し、数名の職員が駆け込
んで来て、救急車を呼ぶ。救急車到着までの間
に、浮田さんから提出された「登録カード」の緊
急連絡先（ご子息）に電話をした。
救急隊員が到着し、「心肺停止」と叫ぶ。ＡＥ
Ｄを使って蘇生を試み、スワンホールから担架
で搬出される。浮田さんの顔色はすでに土色を
していた。救急車には会員 3 名が同乗し、市立

に、会場が騒然となった。部屋の最前列に座っ

伊丹病院へ搬送された。救急外来には活動し
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ていたどんぐり座の仲間も駆けつけ、心配そうに

つかず、茫然としたまま、病院を立ち去った。

事態を見守っていた。
三田から駆け付けられたご子息に、死亡が告
げられた。元気印だと思っていた浮田さんの急
逝をどのように受け止めたら良いのか、整理が

4 月 15 日（木）、ベルコシティホール尼崎で
「お別れ」をする。安置されていた浮田さんのご
遺体は、今にも起き出してきそうな安らかなお顔
をされていた。

～浮田さん、守護神として我々を見守っていてください～
浮田さん、各種活動に積極的に参加し、文化財ボランティア会の発展に尽くしていた
だき、有り難うございました。いつもお元気で、笑顔を振りまき、浮田さんの周囲は、いつ
も明るさに満ち満ちていました。最後の昼食会は文字通り命を懸けた活動となってしまい、
有り難いのですが、心が痛みます。どうか、安らかにおやすみください。これからは『文化
財ボランティアの会の守護神』として、天上界から会のさらなる発展と会員各位の一層の
発展を、暖かい慈悲の心をもって、見守っていていただきますよう、お願いします。

【浮田さんを偲ぶ】
明るい人だった。余りにも突然のお別れに、優しく微笑んでおられる姿が脳裏
から離れない。
平成 18 年に発足した「尼崎ボランティア・ガイドの会」に 1 期生として入会さ
れ、その後ずっと幹事として活躍されていた。
当会には平成 23 年に 16 期生として入会され、土曜班で活動する傍ら、分科 平成 26 年 11 月「近
松と私」を研究発表さ
会のどんぐり座や古文書会にも参加されていた。その他、尼崎郷土史研究会 れる浮田さん
幹事・尼崎女性史編集委員・近松応援団・山ぼうし（登山）・尼崎古文書講座・尼崎市史分科会（勉強
会）・水曜歴史講座受講・市史を読む会受講・信長公記研究会・毎月一冊の読書会など、活躍の場を
書き連ねるだけで類まれな好奇心の持ち主であったことが感じられる。まるで、生きている間の寸暇
を惜しむかのような行動力だった。定例会の帰りは JR 伊丹まで歩いて帰られるほど元気だっただけ
に、突然この世を去られたことが残念でならない。ご冥福をお祈り申し上げます。
（金川 記）
活動記録 （2 月～4 月）
【定例会】
・2/9（火） ・3/9（火） ・4/13（火）
【案内ガイド】
・2/27（土）博物館～昆陽寺（市民ガイド）
・3/20（土）有岡城跡～猪名野神
社（養成講座受講生によるガイド）
・4/10（土）Ａコース（シニアカレッジ 宝塚市）
【歴史ロマン体験学習支援】
・2 月 13 日（土）古代文字に挑戦 ・3 月 6（土）ステンドガラ
スに挑戦・4 月 24 日（土）スウェードで小物入れを作ろう
【有岡城跡の清掃】
・4/27（火）
【研究サロン班】勉強会
2/18（木）
・3/18（木）屋外研修 3/4（木）
・4/1（木）
今後の予定 （5 月～7 月）
【定例会】
・5/18（火） ・6/15（火） ・7/13（火）予定
【案内ガイド】
・6/19 有岡城跡から北へ（市民ガイド）
【研究サロン班】勉強会
5/20（木）
・6/17（木）
・7/15（木）
屋外研修 5/14（木）
・6/3（木）
・6/23（水）
・7/9（金）
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