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令和４年度総会開催
4 月 12 日（火）、令和 4 年度総会がスワンホー
ルにおいて開催されました。
今年は 2 年ごとの役員改選の年になります。
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以下、新役員により令和 4 年度活動計画案、
予算案が提案・審議され、承認されました。
続いて、新入会員の紹介が行われました。
本年度は、植田 真史（うえだ しんじ）さん、

末次会長の挨拶で始まり、今年度から当会の
所管となる「伊丹市都市活力部まち資源室文化
振興課」の金子課長、文化財担当の中畔主幹
からご挨拶がありました。その後、高木副会長の
令和 3 年度活動報告、丹野会計の令和 3 年度
会計報告、酒井監査による会計監査報告が行
われ、いずれも承認されました。続いて、高木副
会長より新年度会員 42 名の内、当日の出席者
36 名で総会が成立するとの報告がありました。
また、末次会長より令和 4 年度役員人事が以下
のように提案され、承認されました。

采女 正明（うねめ まさあき）さん、橋本 剛（は
しもと つよし）さんの 3 名が新会員として入会さ
れました。
また、酒井正憲さんが監査を退任されました。
長い間、お疲れ様でした。
総会後懇親会が催
され、コロナ禍での感
染対策を施しながら、
お弁当を味わいまし
<断捨離ビンゴ>の賞品

会 長 末次 弘幸
副会長 高木 博美
会 計 角谷 弘子
監 査 丹野 順子

た。また、会員が不
要になった品物を持ち寄っての<断捨離ビンゴ>
や池田顧問のハーモニカを聴きながら、楽しい
ひとときを過ごしました。
（編集担当 記）

【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文化振興課 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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歴史が解りやすく

新しくなった
「市立伊丹ミュージアム」を見学

説明さ れ て い ま
す。また、俳句や
くずし字をクイズ
に 答え な がら 学
ぶ「俳諧・俳句の
ひろば」や手織、陶芸などのものづくり体験がで
きるアトリエもあります。重森完途さんにより造ら
れた日本庭園は一部が整備され、以前同様美
しい枯山水が楽しめます。
見学当日は文化振興課文化財担当および

かつて美術館・伊丹郷町館・柿衞文庫などが
集合していた文化ゾーンに、博物館が加わった
「市立伊丹ミュージアム」が 4 月 22 日にグランド
オープンしました。テーマは「酒と文化の薫るま
ち」です。
総会・懇親会が終わった後、会員有志でオー
プン前の「市立伊丹ミュージアム」を見学しまし
た。
私たちの会員
が当番制でガイド
をしていた旧岡田
家住宅も、酒造り
を紹介するコーナ
ーが新しくなり、アニメーション映像を使っての
展示になっています。博物館の展示物は常設
の歴史展示室として生まれ変わり、ここでも大型
スクリーンやジオラマなどで、現在に至る伊丹の

「市立伊丹ミュージアム」の職員の方々から案内
していただきました。
参加した会員有志たちは、訪れる見学者へ
のガイドを想定して、疑問点を熱心に質問して
いました。
そして、4 月 27 日（水）から、会員による旧岡
田家住宅のガイド当番が再開されました。
（編集担当 記）

第 27 回 文化財ボランティア養成講座
（史跡巡りガイド）

跡から始まりました。
ガイドポイントは有岡城跡→川湊（伊丹の酒
造業）→ニトリ入口
前（伊丹郷町）→鬼
貫の句碑（三井住
友銀行伊丹支店敷
地内）→頼山陽文
学碑→旧岡田家住
宅→図書館本館「こどば蔵」→猪名野神社です。

第 27 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 2 年度に『「伊丹諸
白」と「灘の生一本」下り酒の生んだ銘醸地、伊
丹と灘五郷』が日本遺産に認定され、令和 4 年
4 月に「市立伊丹ミュージアム」が開館することを
踏まえて、養成講座では 4 回の講座と文化財ガ
イド準備・実習と、オリエンテーションを含め 8 回
の講習が行われました。

3 月 19 日（土）の天気予報は雨模様でしたが、
少し肌寒さは残るものの、朝には雨はあがりまし
た。コース途中の川湊あたりで、早咲きの河津
桜が春の訪れを
告げています。
歩く の は 日頃
からガイドの依頼
が特に多いコー
スです。5 か所の

受講生ガイドによる市内史跡巡り

「伊丹の酒造りを探ろう」
今回は日本遺産に指定された「伊丹の酒造り」
をテーマの中心に、伊丹郷町内の文化財を巡り
ました。
当日の一般参加者は 8 名です。ガイドは 5 名
の受講生に 3 名の会員が応援で加わり、有岡城
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ガイドポイントを受

の責任ではないのですが）市街地のガイドでは

け 持つ 受講生の
みなさんは準備し
た 地図や 説明版
を掲げながら、担
当する文化財の
特徴を解説していました。グランドオープン間近
な「旧岡田家住宅」では、遺構が発掘されて公
開展示されるまでの過程を、くわしく説明してい
たのが印象的でした。ひとつ残念に感じたこと
は、行きかう車や飛び立つ飛行機の騒音で、ガ

拡声マイクの使用を心掛けたいものです。
今回の史跡巡りでは、連日報道される東欧で
の悲惨な戦場風景を見せられていたこともあっ
て、平和な環境の中で文化財をゆっくりと見て
歩くことができる幸せを、強く感じるのでした。
ガイドが終了し、5 名の受講生は「ことば蔵」で
養成講座の修了証を受け取り、その内の 3 名が
入会されました。
今後の活躍を期待しています。

イドの声が聞き取りにくかったことです。（受講生

（編集担当 記）

第 27 期 新人紹介
新しく会員になられた 3 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。
采女 正明（うねめ まさあき）

植田 真史（うえだ しんじ）

私は今、なぜ文化財ボランティアに参加し
たか？と、問われると立派な崇高なる思いは
披露できません。むしろ、御願塚村で先祖
代々暮らしてきているのに、ボランティア活
動をされている皆様よりも、御願塚、伊丹市
の歴史を知らない。このままでは、子供達に
も教える事もできない。それでいいのか？と
恥を披露するばかり。むしろ皆様に教えを請

家族四人で伊丹に暮らし始めて 40 数年、
い
までは子供たちも独立し、夫婦二人の生活が
続いています。振り返ればあっという間でし
たが、子供たちも育ったこの町の歴史や文化
のことを知らないまま来てしまったなという
想いもあって、
「文化財ボランティア養成講座」
の講座・実習に参加し、なかでも実習の体験
（文献を調べる、まとめる、現地で対話する

うために末席に加えて頂きたくおもい参加を
決意いたしました。
まずは「鞄持ち」からですが、ご指導、ご
鞭撻、よろしくお願いいたします。また、皆
様の知識、思いを一人でも多くの新しい世代
に伝えて行ける一人となれたらよいな、と思
っております。

等々）を通じて当会への加入意欲が固まった
ように思います。
この原稿は、2022 年度総会の時に頂いた
『文化財を訪ねて～いたみ歴史散策～』を拝
見しながら書いていますが、丁寧なマップや
豊富な写真・索引など、作成に携わられた皆
様の熱意を感じ取るとともに、今後、微力な
がら皆様と共に地域の方々に少しでもお返し
ができるようになれば、と考えております。
どうかよろしくお願いします。
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橋本 剛（はしもと つよし）

養成講座では、主に酒造りの歴史を学びま
したが、酒造り以外の歴史も触れたく思い、
伊丹文化財ボランティアの会に加入させてい
ただきました。現在まだ、仕事をしておりま
す関係上、ボランティア活動への参加は限ら
れると思いますが、出来る限り参加させてい
ただき、皆様と触れ合いながら文化財の歴史
のみならず色々と学ばせて頂ければと思いま
す。今後ともよろしくお願いいたします。

大阪府池田市から引越して約 10 年余りの
月日が過ぎ、高齢者の仲間入りの年齢になっ
たのをきっかけに前々から伊丹の歴史を再確
認したいと思っており、伊丹文化財ボランテ
ィア養成講座を申し込みました。

市民ガイド（第３回ガイドブック片手に伊丹を歩こう）

「清酒発祥の地 鴻池を訪ねて」
オミクロン株の急速拡大による「まん延防止等重点措置」の適用の中、募集人数を15名に
制限した今回の市民ガイドは、鴻池地区の文化財をめぐる1㎞ほどのコースです。
２月19日（土）朝 南畑バス停集合、市民
参加者15名・ガイド6名・会員5名の総勢26
名。午後から雨の天気予報で、曇り空を心配
しながらも、鴻池墓地公園（力士塚）→清酒

碑」はすぐそこで
す。新六幸元が清
酒を造り、江戸へ
駄送りをはじめ

発祥モニュメント→鴻池神社→慈眼寺→鴻池
第一公園→鴻池稲荷祠碑→旧大阪陸軍獣医資
材支廠 長尾分廠の正門柱というコースを巡
りました。末次会長は最初の挨拶の中で、
「皆様にサプライズがございます！お楽しみ
に！」と仰っていました。さて、何でしょ
う？
最初のスポット・力士塚では、地元出身の
力士「獅子渡藤次郎」のユーモラスなエピソ

て400年にあたる
平成12年（2000）
につくられたモニュメントです。
鴻池神社は建久年間（1190～1199年）の創
建と伝わり、蔵王権現を祀る鴻池村の氏神で
す。一間社流造杮葺の本殿は県の有形文化財
に指定されています。説明の後、参加者たち
は本殿を見ようと拝殿をのぞき込んだり、神
社の台風で倒壊した鳥居のモニュメントや山

ードの紹介、墓地公園では、昔の葬儀事情に
ついて説明がありました。以前は鴻池村の野
墓であったこと、明治末期には火葬場とな
り、モニュメントの下には埋められていたお
骨が収められていることなど、参加者の皆さ
んは耳を傾けられていました。
最近の鴻池のランドマークであるオアシス
タウンを横目に中野中筋線を北行し、地元の
名前を冠した日本酒「鴻池郷」を取り扱って
いる田中酒店の角を曲がると、「清酒発祥の

中家寄進の手水鉢の写真を撮影したりしてい
ました。本殿脇に並んでいるはずの木製の狛
犬（山中家寄進
の伊丹市最古の
木製狛犬）が見
当たらず、参加
者にはガイドが
持参した資料の
写真を見て頂きました。
神社近くの慈眼寺は、鴻池神社と神仏習合
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で同時期の創建と伝わります。ここが末次会

履軒が執筆した鴻池家の故事来歴が刻まれて

長のサプライズの舞台でした。参加者多数に
もかかわらず、特別に本堂にあげて頂きまし
た。国指定の重要文化財である本尊の木造釈
迦如来像を
間近に見な
がら、仏像
内部の墨書
銘の写真を
お借りして
の説明は、

います。担当のガイドはここでの説明を、日
本遺産認定を
記念して発売
された鴻池親
子酒「鹿介」
「新六」にか
らめたストー
リーで締めくくりました。
交通量の多い中野中筋線の交差点近くにあ
る旧大阪陸軍獣医資材支廠 長尾分廠の正門

やはり特別の感がありました。
寺の裏手になる鴻池第一公園は眺めの良い
憩いの場所となっており、寒い中、池の周辺
でジョギングや散歩をする人たちも見受けら
れました。トイレ休憩の後、周辺の変遷につ
いての話がありました。伊丹北高校の場所も
元は広大な池だったということで、昔のこの
周辺の景色を想像しながら、鴻池稲荷祠碑ま
で歩きます。
この石碑は、古代中国の貨幣「布貨」を象

柱が最後のポイントです。伊丹市民なら明日
誰かに話したくなるようなトリビアが散りば
められた、地元ガイドならではの説明に、参
加者の皆さんには最後まで熱心に聞き入って
いただきました。心配だった天気もなんとか
持ちこたえ、11時半頃無事解散となりまし
た。
寒い中でしたが、民家の庭の早咲きの桜や
慈眼寺境内の赤い梅の花など、春の気配も感
じながらの散策でした。

り花崗岩の亀趺の上に建てられており、中井

（山田 美智恵 記）

ガイドうらばなし

そばで聞いていた淑女Ｂからご下問があった。
「ヒシって何ですか？」
「池や沼に自生する水草で、菱状の葉が浮か
び、夏水面に白い花を咲かせ、秋にはとげのあ
る菱形の堅い実ができます。実は、茹でたり、蒸
したりすると、栗に似た風味があり、ほくほくとし
て美味なのです。私も子供のころ食べたことが

「石を食う鳥とは？」

鴻池地区を巡った市民ガイドでのこと。鴻池
神社、慈眼寺などを見学して、西池の畔で休憩
となった。淑女Ａが、こうのたまわり、同意を求め
てこられた。
「鴻池という地名の由来
となったイシクイって、
石を食べる鳥だよ
ね？」
のたうちまわりたく
なるのを、必死に堪え
ながら答えた。
「お言葉ですが、その鳥の名はヒシクイです。
石を食べるのではなく、菱を食べるのですよ」。
「えぇ～、そうなの。ガイドで言わなくてよかっ
たね」「私は鳥には詳しいんだけどなぁ～」

あります」。
お嬢さま然として、都会育ちと思われる淑女Ｂ
は、そのような野蛮な果実は食べたことがないご
様子だった。
なお、鴻池という地名の由来は、現地の池に
ヒシクイ（鴻）が群れをなしていたからとか、摂津
国の国府（こう）を当地に移す計画があったから
など、諸説あることを付言しておきたい。
（末次 記）
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[ 町の小さな文化財 第 24 回 ］

尼崎藩領界石
領界石位置

（天日神社 荒牧 5 丁目）

堂ヶ本

領界石位置

天神川

畦 道
天王寺川

天保 9 年（1838）に作成された「天保巡見使控」
に摂津の尼崎領内を中心に詳細な記述があり、
領界石についても記録されている。
それによると字「堂ヶ元」、「あゼ道」に領杭が
あったと記されている。これらの字は荒牧村の
小字名で、それぞれ村の北東端にある小字「堂
天王寺川川
ヶ本」」（現荒牧 7 丁目付近）、および村の北西端

荒牧村は鴻池村・荻野村とともに元和 3 年
（1617）から明治の廃藩置県に至るまで、尼崎藩
の領地であった。３村は境界を接する周囲の
村々とは領主が異なり、尼崎藩領の３村は飛地
を形成していた。

にある小字「畦道」（現荒牧 2 丁目）である。堂ヶ
本には「従是西南尼崎領」、および畦道には「従
是東尼崎領」の領界石が、いずれも京伏見街道
沿いに建てられていた。
尼崎市『地域史研究』 36 巻 2 号
領界石は明治維新の廃藩置県により不要物
として撤去され、散逸したものが多い。
史料によると荒牧村以外には寺本村、山田村、
南野村に各 1 基、鴻池村には 2 基の尼崎藩界
石が設置されていた。このうち鴻池村の 1 基に
ついては市立博物館に保存されている。
なお荒牧・鴻池・荻野の 3 村は明治 22 年に
市町村制実施に伴って周囲他村とともに川辺郡
長尾村に統合された。その後長尾村は昭和 30
年 3 月に宝塚市に併合したが、旧 3 村は同年
4 月に宝塚市から分離して伊丹市に編入、現在
に至っている。
（松田 記）

各村のうち黒抜きは尼崎藩領地を示す
天日（てんにち）神社境内には、かつての藩
領域を示す 2 基の領界石が保存されている。そ
れぞれ「従是東尼崎領」、「従是西南尼崎領」と
刻まれている。
6

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。
文化財ボランティアの会が発足したのは 26 年前の平成 8 年（1996）。今回は一期生で入会し、今
も元気に活動されている S さんに話を伺いました。
【聞き手】入会された動機をお教えください。
Ｓさん：長く伊丹に住んでいたのですが、
地元のことをほとんど知りませんでした。
勤めていた会社を定年退職して、時間に余
裕ができたこともあって、なんか学べるとこ

気持ちが強か
った。各自調
べたものを持
ち寄って、作
成したのがガ

ろがないかと探していたら、伊丹広報に「第
1 回文化財ボランティア養成講座」の記事を
見つけたんです。

イドブック
「文化財を訪
ねて」です。
発足した年の 11 月に発刊しました。最初の
会長さんが伊丹の小学校の校長さんを務めて
いた人で、地元の文化財についてよく知って
おられたし、調べたものが本になるというの
で、みんなかなり熱心だったんですよ。

【聞き手】発足当時の養成講座はどんな様子で
したか？
Ｓさん：受講生 26 名で、
全員入会しました。
4 回の講座や最後にガイド実習をするのは現
在と同じですが、市民の公募はなく実習生だ
けで史跡めぐりをしました。その時、私は有
岡城跡をガイドしました。

【聞き手】会で企画して、市民に公募する「市民
ガイド」が始まったのは、資料によると平成 18 年
が第 1 回目になっていますね。
Ｓさん：その頃からガイドが主になってい
ったような気がするね。ＮＨＫの大河ドラマ
「軍師官兵衛」が放送されたころは有岡城跡
周辺のガイドがどんどん入ってきて、会員総
動員だった。NHK のプロデューサーがやって
きて、話をしたことがあったなぁ。ドラマの
影響もあって、参加者たちからは官兵衛が幽
閉された場所を毎回質問されたね。

【聞き手】発足した 1 年目の活動の様子をお話く
ださい。
Ｓさん：最初は参考にする資料がなかった
ので、会員たちが文化財の担当を決めて、そ
れぞれが自分で伊丹市史などの書物を参考に
しながら、調べていました。毎月 3 回屋外研
修として現地に出かけたりもしていました
ね。そのころはガイドが目的ではなくて、む
しろ地元の文化財のことを勉強したいという

【聞き手】生まれた頃のことや戦争体験などをお
聞かせください。
Ｓさん：生まれは大阪の岸里で、小学校ま
で玉出に住んでいたんです。戦時中は国民学
校（初等科）に通っていた時でしたね。昭和
20 年 3 月 13 日夜に大阪大空襲があってね、
火の海から脱出した時のことを今でも覚えて
いるよ。父母、妹が不在で、祖父母とともに
7

弟を抱えて、雨あられと降る焼夷弾の直撃で

上演したりしていました。定年後は、伝統芸

倒れる人たちをはた目に感じながら、夢中で
南へ南へと走ったよ。Ｂ29 迎撃の空中戦の流
れ弾に当たりそうになったり、爆弾の直撃を
免れたり…。衝撃的な体験で所々記憶が飛ん
でいますが、九死に一生を得て、生命を貰っ
たような戦中でした。

能に興味を抱きました。脚本・演出・役者に
趣味を抱いたのも、祖父の影響があったかも
しれませんね。

【聞き手】時が過ぎて、戦争体験を語る人も少な
くなっていますが、当時は悲惨な体験をされた
方が多かったですね。戦後から伊丹に住まれる

【聞き手】今もお元気に活動されていますが、何
か運動をされてたのでしょうか？
Ｓさん：若い頃は身体を動かすのが好きで、
会社でバレーボールをしていました。昔は体
育館がないので、屋外のコートで市内の自衛
隊や企業とリーグ戦をしていましたね。それ

までの話をお聞かせください。
Ｓさん：縁を頼って、
丹波篠山に疎開して、
尚武気風の鳳鳴中学に転入学しました。そこ
では上級生の厳しい鍛錬に耐えながら、農業
の手伝いをしていました。周りの人たちの厳
しさや優しさに支えられながら、校内のクラ
ブ活動に僅かな青春を探しましたね。成人し
てからは伊丹の北河原に移り住んで、桑津の
工場に勤めていました。
織物の製造加工をする会社ですね。一時、

と、20 代のころは山登りが好きで、友人たち
と北アルプスや富士山などへ出かけていまし
た。
剣岳に登ったのが印
象に残っています。あの
時は一緒に行った友人
が風邪を引いてダウン
してしまって、ひとりで
頂上まで登りました。30
歳半ばのころで元気でしたから、青春を発散

韓国の企業が太田に工場を作るというので、
工程管理を指導するのに、1 年間韓国に行っ
ていました。韓国から戻ってからは定年まで
大阪で働いていました。重厚長大産業が隆盛
している時代でね。
繊維産業は輸出が中心で、
当時はよく神戸の税関に出かけていました。

していました。
最後に、座右の銘をお聞きすると、「温故知新」
とお答えいただきました。「故きを温ね、新しきを
知る」（過去の出来事を調べて学び、そこから新
たな知識を得る）。ちょうど、私たちの活動を表し
ているような故事成語ですね。
これからも活動を続けて、いろんな意見をお
聞かせください。

【聞き手】ところで、以前、新年会などで狂言や
芝居などを演じられていたようですが。
Ｓさん：母方の家で幼い時期を過ごしてい
ました。母方のお祖父さんが、大谷竹次郎や
白井松次郎兄弟が松竹(株)を創業した時以来
のメンバーで、歌舞伎座の脚本を担う奥役と
して勤めていたようです。お祖父さんの家に
は歌舞伎座の役者や関係の人たちがよく訪れ
ていました。幼いころから、歌舞伎の環境の
中に居た気がしますね。就職してからは、
「労
音」や「労演」にはまって、寮生祭などでは
同好の友人たちと「ヴェニスの商人」などを

※紙面の都合上、インタビューのすべてを掲載
することが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。
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研修サロン班活動報告

松田孝雄

屋外研修の記録
◆2 月 17 日（木）野間地区 参加 13 名
今年一番の冷たい北風にもめげず、熱心な会員が集まりました。野
間地区は伊丹市の南西部にあり、尼崎市に隣接しています。これまで
あまり足を運ぶことのなかった地域です。今回はとくに伊丹市の歴史
的建造物である２軒の民家でそれぞれの戸主から直接案内して頂きま
した。
・筒井家住宅（伊丹市史第六巻 近世伊丹の建築）豪壮な茅葺屋根、
少なくとも 17 世紀を下らぬ頃の建築で、現在も居住されている 17 代
当主より、茅葺を維持する苦労などの説明がありました。
筒井家住宅の案内
・芝田邸 伊丹市都市景観形成建築物指定 27 号
こちらも現役の住宅で、棟札に明治 30 年とあり、近代の瓦葺農家の基準となる作例です。
最後に真言宗為楽山大空寺を訪ね、本堂の江戸後期の絵師による襖絵を見せて貰いました。
◆3 月 3 日（木）尼崎市北東部 参加 12 名
ＪＲ猪名野駅に集合、南清水古墳、大塚山古墳を巡って猪名寺廃
寺跡に到着しました。巨大な塔心礎が掘り出され置かれています。廃
寺跡に隣接する佐璞丘（さぼくがおか）はうっそうとした広葉樹林で覆
われ、太古の伊丹台地を彷彿とさせます。
藻川を渡り田能地区の農業公園で休憩、水難供養塔三俣井記念
碑の説明を受けました。猪名川を渡って田能遺跡に向い、資料館お
よび現地に復元した墳墓、住居を見学して当地で解散しました。
◆3 月 17 日（木）神津地区 参加 14 名
神津地区は面積の約４割を空港用地が占めています。今回は神
津地区の空港拡張との関わりを見て歩きしました。
ＪＲ伊丹駅を出発して桑津橋を渡り、堤防を北に向って三ヶ井用水
取水施設まで進み、それから空港に沿って南東方向に歩きました。

三俣井記念碑

三ヶ井用水取水施設→中村地区整備事業完成記念碑→桑津神社
→安楽寺→二ヶ井分水施設→福勝寺→八幡神社→岩屋遺跡
岩屋地区の社寺、福勝寺・八幡神社は空港拡張により昭和 40 年代
初頭に村落とともに現在地に移転しました。
【研修サロン班・活動記録】（2 月～4 月）

早咲き桜が満開

（勉強会）2/3（木）
「旧村：神津」
、4/7（木）
「西宮鳴尾地区」
、
（屋外研修）2 月・3 月は詳細を上記に記載 4/21（木）
「西宮鳴尾地区」
【研修サロン班・活動予定】（5 月～7 月）
（勉強会） 5/6（金)「山田・寺本南部」
、6/2（木）
「北村」
、7/7（木）
「千僧・大鹿」
（屋外研修）5/20（金)「山田・寺本南部」
、6/16（木）
「北村」
、7/21（木）
「千僧・大鹿」
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定例会発表（3 月 8 日）
伊丹の歴史と文化財

発表者：末次 弘幸

約 5ｋｍ四方の伊丹市には縄文時代から現在
に至るまでの、さまざまな文化財が散在していま
す。発表者はそれを「文化財の宝石箱」と表現し
ます。そして、それぞれの文化財が持つ特色と
その背景にある歴史を、時代とともに追いながら
解説します。それはあたかも、そっと宝石箱を覗
きみるかように。
伊丹は空港のある町で知られています。その
空港周辺では縄文時代から弥生時代にかけて

江戸時代に入り、伊丹は近衛家の庇護のもと、
酒造りの町として栄えます。「丹醸」と呼ばれた
清酒は江戸に
人気を博し、
伊丹に繁栄の
時代をもたら
しました。街の
経済的活力と
ともに、文人墨客たちが伊丹を訪れ、上島鬼貫

の遺跡が発見されています。ここでは口酒井遺
跡や岩屋遺跡を解説しまし
た。続いて、古墳時代
（5 世紀後半）の御願
塚古墳から、飛鳥・奈
良時代に建てられた
寺院跡の伊丹廃寺跡、
そして昆陽寺の建築物を
紹介しながら、行基が活躍した時代を辿ります。

や梶曲阜たちが俳諧で活躍し、文化の華を咲
かせました。国の重要文化財旧岡田家住宅に
は現存する最古の酒蔵が遺り、酒造りで繁栄し
た伊丹の歴史を伝えています。時代は江戸から
明治に移り、伊丹は廃藩置県（1871 年）により兵
庫県に編入されます。やがて、鉄道が敷設され
大阪空港が開港し、2020 年には市制 80 周年を
迎えました。
文化財は長い歴史の中から生まれ、今日まで

時代は下って、戦国時代。織田信長に仕えた
武将荒木村重は城下町全域を堀や土塁で囲ん
だ「惣構」の城として有岡城を建設しました。街
の構えは今もその面影を伝えています。

守り伝えられた国民的な財産です。私たち会員
は日々の活動の中で、受け継がれた伊丹の文
化財を守り、後世に伝えていく役割があるのだと、
発表者は締めくくりました。
（編集担当 記）

どんぐり座閉会に寄せて

たりして賑わいました。
これまで、どんぐり座の発足に関わり、長きに
わたり管理・運営に携わっていただいた会員の
みなさま、ありがとうございました。

16 年前に発足した分科会どんぐり座がこの度
閉会となりました。
伊丹にまつわる民話、伊丹で有名な人物など
を元に紙芝居やペープサート（紙人形劇）台本
を創作し、一作品につき 15 枚ほどの絵を作画
して、幼稚園や小学校、老人ホーム、集会施
設、宮前祭りで
公演を行ってき
ました。時には
「注連縄作り行
事」や「わくわく
教室の勾玉作り」
の企画と合体し

新しいメンバーの加入が見られず、現役メン
バーたちも高齢化のため人形を操ったり道具を
運ぶ体力が低下し、その上コロナ禍で追い打ち
をかけられての閉会となりました。今後は原作を
写真に撮ってデジタル化し、主にパソコンやプ
ロジェクターの機器を使って活動を続けることに
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なります。昔話や民話のデータを持ち歩いて公

や技術でご協力をお願いします。

演する、身軽な活動にしていく方針です。同時
に、アナログの紙芝居作品についても、安住の
地を探します。伊丹の民話を紹介するエンター
テインメントとして再出発しますので、アイデア

月一回の定例会は従来通り行い、「はぁと言う
ゲーム」という発声練習を予定しています。お気
軽に参加して下さい。
（中村 記）

支援事業 歴史ロマン体験学習を振り返って
平成 15 年（2003）夏休みの二日間、伊丹市教
育委員会の委託事業として、「ふるさと歴史体験
学習」という 講
座が開催され
ました。テーマ

催されました。印鑑、わらじ、ブレスレット、ステ
ンドグラス…。その間、小
学生たちは様々な工
作物作りを体験し、思
い出に残る 1 ページ

は「むかしの文
化を学びその
暮らしを体験」
でした。小学生
を対象に募集したところ、44 名の応募がありまし
た。プログラムの中に「古代人の飾り物（勾玉・ブ
レスレット）を作る」があり、歴史文化を遺産として
未来に伝えるという、会の目的に沿った活動で
した。その後、毎年夏休みの「わくわく教室支援」

になったことでしょう。
会では支援事業と位
置づけ、毎回数人の会員
が立ち会って子どもたちと交流しました。子供た
ち同様、会員自身もわくわくする時間を過ごした
ことと思います。
令和 4 年 3 月 26 日の学習で支援事業として
の活動は終了しましたが、また形を変えて、子ど
もたちに歴史文化を伝える活動ができる事を期

や年末の「しめ縄づくり」として続けられました。
その活動は平成 20 年 8 月からの「歴史ロマン
体験学習」に引き継がれ、毎月 1 回土曜日に開

待したいものです。
（編集担当 記）

リレーエッセイ①

八十の年輪

金川 幸雄

家の近くに、奈良時代の名僧行基が創建した
とされる昆陽寺がある。私の散歩コースにあり、
かならず境内に足を
踏み入れる。山門

伊丹は寛文元年（1661）から明治に至るまで、
五摂家筆頭の近衛家の領地だった。酒造業で
栄えていた伊丹は近衛家の庇護のもと、多くの
酒樽を江戸へ海上輸送して流通させ、繁栄した

をくぐると、正面に
本堂があり、すぐ右
側に鐘楼が立って
いる。その前に高さ 20ｍ
ほどのクスノキがあり、その根元には「公爵近衛
文麿閣下参拝記念樹」の石碑が建てられている。
石碑の背面には、「昭和 16 年 11 月 12 日」と刻
まれている。

地域社会を築いた。その歴史の名残から、現在
も伊丹市の市章は近衛家の合印紋が使われて
いる。第 30 代の当主近衛文麿も歴史的に関係
の深いこの地を訪れ、植樹したのだろう。
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近衛文麿は昭和 12 年から 16 年までの間、3
度にわたり内閣総理大臣に任命され、組閣した。
その間、軍部の圧力に押され、戦争への道を突
き進んでいくことになる。

近衛が総理大臣の就いたのは二・二六事件

さて、近衛文麿が昆陽寺に訪れて、植樹した

の翌年、軍部が政治に強い影響を与え始めた
頃だ。組閣後の翌月、盧溝橋事件をきっかけに
日中戦争が勃発する。近衛は「事件不拡大」を
唱えるものの解決する糸口を見失い、対中国情
勢は泥沼化する。第二次組閣後、日独伊三国
同盟の成立、大政翼賛会の結成と、戦争への総
動員体制を築いていく。さらに、第三次内閣で
は南部仏印進駐を実行し、アメリカから石油全
面輸出禁止の制裁を受け、日米戦争への道筋
を作ってしまった。近衛に対する国民からの支

11 月 12 日はゾルゲ事件が明るみになり、第三
次近衛内閣が総辞職し、政権が東條英機に移
った 1 か月後だ。その翌月、真珠湾攻撃に踏み
切り太平洋戦争に突入した。戦争は 4 年間続き、
日本人の死者は 310 万人ともいわれる。
昨年は日米開戦から 80 年目の年だった。植
樹された苗木は境内ですくすくと育ち、年輪を
刻み、大木に成長して
いる。日本は空襲により
焦土と化すが、終戦後

持は絶大だった。それは軍部を押さえてくれると
いう期待からだった。しかし、政治の大事な局面
では軍部の圧力に押され、その後国家を存亡
の危機に導いてしまった。
終戦後、A 級戦犯として極東国際軍事裁判で
裁かれることが決定すると、巣鴨に収監される前
に服毒自殺した。

立ち直り、経済成長を
続けた。
80 年前、クスノキの
苗木に盛り土をした近衛文麿はどんな心境だっ
たのだろうか。

活動記録 （2 月～4 月）
【定例会】
・2/8（火） ・3/8（火） ・4/12（火）
【案内ガイド】
・2/19（土）市民ガイド「清酒発祥の地鴻池を訪ねて」
・3/19（土）養成講座
史跡巡り「伊丹の酒造りを探ろう」
・4/9（土）有岡城跡他（シニアカレッジ 宝塚市）
・4/11（月）伊丹廃寺、有岡城跡他（歴史文化ネットワーク 三田市）
【歴史ロマン体験学習支援】
・2/26（土）鋳造 ・3/26（土）箸をつくろう
【文化財清掃】
2/18（金）
・3/25（金）
・4/26（火）
4 月 26 日（火）…本来なら有岡城跡清掃なのですが、今回は上田南嶺
「古城庵跡」を清掃しました。メンバーは会長、副会長始め９名、雨が降り出
す前の 9 時半から約 30 分間に実施しました。新緑の葉や新芽も見られ、
季節の移り変わりを感じる朝でした。雑木や落葉を袋詰めし、ゴミ袋を指定
の場所に持って行き、清掃終了となりました。
皆さま、お近くにお越しの節には是非ともスッキリとした「古城庵跡」にお立ち寄りください。
【研修サロン班】詳細は 9ｐに掲載
今後の予定 （5 月～7 月）
【定例会】
・5/10（火） ・6/14（火） ・7/12（火）
【案内ガイド】
・5/12（木）Ｂコース（コミュニティカレッジ 豊中市）
・5/13（金）旧岡田家
住宅（ゼミナール 宝塚市）
・5/19（木）Ｄコース（コミュニティカレッジ 豊中市）
・5/26（木）Ｅコース（郷土史研究会 尼崎市）
【研修サロン班】詳細は 9ｐに掲載
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