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✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ 

－堺が誇る悠久の歴史文化を訪ねて－秋季

堺文化財特別公開が、５社寺、鉄砲鍛冶屋敷、
高林家住宅などのご協力を得て、１１月３日～

５日・１１日～１２日に開催しました。今回も堺
観光ボランティアは、心を尽くしたご案内でお

客様をお迎えしました。 
✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ 

＊初公開の百舌鳥八幡宮    ［川上 由］ 

「親友の税所篤に連れ

られてここ堺の地を訪

れて、早や 140 いく年、

私の書いた書がこんな

に沢山の方々に見ても

らえるとは思いません

でした。思えばあの時、

板垣、木戸、伊藤、井上、

岩倉、五代の各氏との近

代日本へ向けての喧々

諤々のさなかに、この雄

大な百舌鳥古墳群の中に建つ八幡様に参って、

心が洗われる心境で書いたのが、この扁額でし

た。 

 美しい浜寺の松林も、私の願いが通じて残し

てもらいました。（注 明治 6 年、大久保利通が

伐採されそうになった浜寺の松林を、当時の県

令であった税所篤に掛け合って伐採を中止させ

た。）そして大阪会議（注 明治 8 年、大久保利

通、板垣退助、木戸孝允、伊藤博文、井上馨、

岩倉具視、五代友厚などの明治維新のメンバー

が再度、大阪に集合して、近代日本の再構築を

議論した歴史的な会議。）の緊張のさなかに、安

息のひとときを過ごすことができたこの堺に、

どれだけ感謝しても足りない気持ちです。 

 そしてその気持ちを抱いて書いたこの扁額を、

堺観光ボランティアの皆さんを通して、こんな

に沢山の方々、遠くは東京、九州、四国、そし

て米国や英国、仏国の異国の方々にまで紹介し

て頂き、本当にありがとうございました」と大

久保利通卿も思われたのではないでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

百舌鳥八幡宮は堺文化財特別公開では今まで

公開されたことはなく、初公開での緊張下の中

でしたが、本当に多くの参拝者、お客様が来場

下さり、我々メンバーも充実した 5日間でした。 

 そしてこの 5 日間の主役は、やはり「大久保

利通卿」であったと思います。 

 

＊夜間コンサートも、妙國寺 ［奥野 修滋］ 

ご存じのとおり、妙國寺には戦国時代の動乱

時、信長や家康など天下人を魅了した蘇鉄伝説

が有名です。また、来年は明治維新 150 年とい

う記念すべき年で、各地でイベントが予想され

ます。一方、案外知られていないのが、慶応４

年 2月にフランス兵殺傷に伴い土佐藩士 11人が

切腹した「堺事件」です。そのため、今回は「堺

事件」を特に意識したご案内に努めました。明

治維新の混乱期とはいえ、当時の激動の時代背

景のなかで発砲事件からわずか 8 日で切腹せざ

るを得なかった話に及ぶと、真剣なまなざしで

話を聞いてくださる方が多く、それぞれに思い

を馳せておられるのを感じました。 

堺は 2 度（大坂夏の陣、第二次世界大戦）の

戦災で多くの貴重なものを失いましたが、堺事

件の悲劇の物語は多くの作家により小説の題材

になっています。まさに『堺の貴重な文化財』

であり、今後も拝観者と少しでも多くの感動を

共有できるよう、思いを新たにしました。 

また、最終日 11 月 12 日(日)の特別企画「夜

間コンサート」は、客殿にて枯山水の庭を背景

に迫真の演出による堺事件の朗読にあわせた楽

器演奏があり、今回の秋季堺文化財特別公開の

フィナーレを飾る大盛況で幕を閉じました。 
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＊豪華絢爛の大安寺                           [田辺 謙二]            

1615 年の大坂夏の陣ですっかり焼け野原に

なった堺のまち。大安寺は臨済宗東福寺派の末

寺として、大坂夏の陣後の元和の町割りで環濠

内の中心部に近い地から此処南旅篭町に移転

したとのこと。そしてあの納屋（呂宋）助左衛

門が暮らしていた豪華絢爛たる総檜造りの大

邸宅が狩野派絵師達の襖絵とともに移された

ものと伝えられてきました。 
この度の秋季堺文化財特別公開では、その大

安寺を5日間に亘り延べ9名の堺観光ボランテ

ィアでご案内させていただきました。ベテランも初めての者も一様に「なるほど、豪華だわい！」と

思わず唸るほどの障壁画の数々に大いに目の保養をさせていただきました。それは大安寺を訪れたお

客様が異口同音に「素晴らしい、さすが狩野派の絵ですね。描かれた時の鶴や猿、また松はもっと豪

華絢爛だったのでしょうね。また見に来ますよ」と言っていただいた言葉に如実に現れています。 
「数が合わないなぁ」。下一之間（鶴の間）や下二之間（百日紅猿猴（ｻﾙｽﾍﾞﾘｴﾝｺｳ）の間）で私達

がご案内する鶴、猿の数と襖に現に描かれているそれぞれを数えられたお客様の声です。「今回の公

開のために外された廊下側の腰高障子に不足分が描かれています」の説明で理解していただきました。

また、室中（枝添えの松の図がある部屋）において鴨居の高さが違うのは、「助左衛門が生活してい

た商家の設えとその後の寺院としての設えの違い（また仏間の影響）から来ているのでしょう」とお

話させていただきましたが、「なぜそうなるの？」と具体的な構造の違いを尋ねられる方もいました。

同様に西湖（ｻｲｺ）の水墨画の風景が描かれた上間（西湖の間）は、賓客を遇す（ﾓﾃﾅｽ）上段、上上

段の間がありますが、「あんな狭い御簾（ﾐｽ）の中で、どんなおもてなしを受けたのだろう？」と聞

かれるお客様もいました。このように私には難し過ぎる質問が多くありました。 
もし、大安寺を再びご案内させていただく機会があれば、その折には、予めもっと勉強しておかね

ばと思った次第です。 
しかし何より、素晴らしい重要文化財の数々を公開して下さった住職様、堺市文化財課や堺観光コ

ンベンション協会の皆さん、そしてスタッフとして協力していただいた警備会社の男性諸氏に深く感

謝申し上げます。 
 

＊都会の喧騒を離れて、南宗寺                     [大橋 昭夫] 

南宗寺の秋季堺文化財特別公開は、本堂(方丈)と茶室「実相庵」で例年と同じ内容ですが、初めて

来られるお客様が多いので、分かり易く丁寧にご案内することを心掛けました。リピーターのお客様

からは「また来て良かった」「今度は友達を連れてきます」とお声を掛けていただきました。 

                                     次頁へつづく 

＊１２月号のインデックス（目次）          
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 定点ガイド部ニュース 25    
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お客様の反応は上々で、徳川家康の墓では「堺

は歴史の宝庫やね」と感心されて、枯山水の庭で

は「縁側に腰をかけて一日中のんびりしたいな

ぁ」とにこやかな顔で話されていました。また、

実相庵では、にじり口と二畳台目の茶室を見て

「こんな狭い茶室でどんな密談をしていたので

しょうか？」と驚かれていました。仏殿の八方睨

みの龍には「どうしても、眼が追いかけて来るわ。

なんで？」と感嘆の声をあげておられました。 

お客様からの質問や感想を聞くたびに、ガイド冥利に尽きる満足感を味わうことができました。都

会の喧騒を離れた深い緑に覆われ、室町・江戸時代の雰囲気を残し歴史がいっぱい詰まった空間の中

で、お客様と一緒に心地良い時間を過すことができました。 

5 日間、お客様が途切れることなく大変忙しい毎日でしたが、無事に終了することができました。

来年の春季堺文化財特別公開も多くのお客様をお迎えしたいものです。 

 

＊残り一つはお客様の「心の窓」です。開口神社              [加籐 基之] 

今回、文化財特別公開に初めて参加させて頂きました。春の

堺文化財特別公開までは見る立場で、諸先輩の懇切丁寧な案内

に感心しながら、客の立場で見学させて頂いていました。今回

は案内させて頂く側で、当日まで、本当に自分の説明でお客様

に喜んで頂けるご案内ができるのか不安一杯の気持ちで、ドキ

ドキしながら、11 月 3 日の本番初日を迎えました。 

当日は、祝日であり、しかも天気も良く、さらに大安でもあ

り、七五三詣りのお客様で大変な混雑でした。さらに、一日限

りの野外コンサートもあり人で溢れていました。 

私は、今回の特別公開の売り物である、無礙庵の案内をさせ

て頂きました。武野紹鴎が好んで使ったといわれる有名な「八

窓席」と呼ばれる茶室です。今回は宮司様のご厚意で窓も全開

して中がすべて見え、さらに写真撮影もＯＫということで、見

学されたお客様には大変喜んで頂けました。ご案内の初めに「窓の数を数えて下さい」とお願いして、

数え終わられた後に「いくつありましたか」とお聞きすると、「あれ、おかしいなぁー？七つしかな

かったわ」とのご返事に、「残り一つはお客様の“心の窓”です」とお答えすると感心して頂けまし

た。お客様の喜ばれた顔を見た瞬間に、一生懸命案内させて頂いた甲斐があったなぁーと、内心して

やったりとガイド冥利に尽きました。 

アッという間に 5 日間が過ぎました。呈茶チームと華美芝居チーム等に色々協力いただいたお陰で、

お客様への対応もスムースにでき、チームワークがつくづく大事だと感じました。もっともっとお客

様に喜んで頂けるガイドになるために、この貴重な経験を今後のボランティア活動に生かし、さらに

勉強しなければいけないなと思いました。 

 
＊呈茶でおもてなし、開口神社                      [猪子 清子] 

 すっかり堺文化財特別公開の恒例となった「呈茶」が、今回は 11 月 3 日(金・祝)～5 日(日)、開

口神社客殿で開かれ、私たち堺観光ボランティアが誇る？呈茶チームが担当しました。 

 床の間には、会員さんが書かれた「至徳在人」（徳のある人には人が集まる）のお軸や季節の花々、

七五三詣りの袋など飾ってあり、お出しするお茶菓子は、秋の風情が感じられる銀杏、紅葉、菊など

五種、中の餡は、与謝野晶子がお好きだった四十日芋が練りこまれた上品なお味で、お客様をお迎え
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する準備が整いました。 

 まず、最初のお客様は、可愛らしい七五三詣り

のご家族で、ちょっと薄めのお抹茶を飲む姿は、

未来の紳士淑女でした。お部屋の後方には、堺観

光ボランティア有志製作の見事な黄金の茶室（黄

金の茶器も）が再現され、来られた方々がその前

で仲良く写真を撮っていました。 

初日、用意されたお菓子が足りなくなるくらい

で、3 日間に 300 人近くのお客様が来られました。

堺が生んだ千利休のお茶の世界を感じられる 3 日間でした。また、期間中、堺東高校の生徒さんが授

業の一環で参加され、よくお手伝をしてくださいました。 

 

＊年間を通じて 1 日だけの公開、鉄砲鍛冶屋敷               [土井 健一] 

堺市の文化財特別公開も回を重ね、少しマン

ネリ化の状態であるように感じることもあり

ます。鉄砲鍛冶屋敷の公開は、年間を通じて秋

季１日だけですが、2 年前より始まった文化財

調査の成果も踏まえ、出来るだけ新しい物をと

考えて、当主弟様、堺市文化財課と相談し、明

治期の井上家の鉄砲関係以外のご商売などを

知っていただく為、屋敷の西側の出口近くに展

示スペースを設けました。 
醤油の醸造販売や、11 月 5 日まで開催の堺

市博物館での特別展『堺緞通ものがたり』のポ

スターも貼り、同展で初めて明かされた、緞通王藤本荘太郎と井上関右衛門寿次との関係の案内、堺

緞通の展示、包丁、鋏や建物装飾金具など種々生産されていた金物類の展示、国友一貫斎が鉄砲鍛冶

の技術で発明した｢懐中筆｣を堺鉄砲鍛冶が改良をした｢自潤筆｣の案内もしました。 
天候にも恵まれ、見学者が朝早くから並ばれ、玄関土間の従来の鉄砲鍛冶屋敷（井上家）の歴史と、

大鞴（だいふいご）や多くの銃身などが展示されているコーナーでは、火縄銃の製作の方法と道具の

説明などを行ないました。屋敷中央では、堺東高校の生徒さんがインターンシップで参加していまし

たので、鉄砲鍛冶屋敷の建物の構造などの説明のお手伝いをして頂きました。 
午前中は狭間副市長、昼前に竹山市長の訪問もあり、当主に挨拶、歓談されていました。毎年、大

勢の見学者で建物内もいつも人でいっぱいの状況です。鉄砲鍛冶屋敷の注目度は毎年上がっているよ

うにも感じる文化財特別公開でした。大変忙しい中、満足感も感じながら、大成功で終えられたと考

えます。ご当主様、当主弟様、ありがとうございました。 
 

＊重要文化財の高林家住宅                        [寺口 務 ] 

重要文化財の指定を受けている高林家住宅は、5 年振りの特別公開です。勝手口である長屋門を入

ると広い土間に入ります。上を見ると 2 本の大きな松の梁が目に入ります。この辺りが創建当時のま

まだと言われています。約四百数十年前の信長の時代にタイムスリップした感じです。さらに奥には

「かまど」や「うす部屋」が続き、その上には山口家住宅と同様に昔、お嫁さんが高林家に嫁がれた

時に乗って来られた籠が吊るされていました。 

座敷の方を見ると 12 の部屋が続いており、茶室も設けられています。庭からは大和棟作りの全容

がよく判ります。東側に表門があり、日頃はほとんど開けることはないそうです。昔は奉行所の役人

が来られた時には、表門から籠に乗ったまま石畳を通り正面の式台玄関に着き、奥座敷へ行かれたと
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のことです。座敷には金砂子地に水墨画で描か

れた見事な襖絵や違い棚があります。大庄屋の

姿が今によく伝わっています。 

26 代目の当主である高林永統様が、百舌鳥

精進のパネルを展示して下さいました。近隣の

百舌鳥の方が多く来られ、説明している私も百

舌鳥精進を続けているので大変話が盛り上が

りました。 

公開が 11 月 5 日(日)の１日だけなので、多

くの方に足を運んで頂き、来られた方はおおよ

そ 800 人で、ミニガイドツアーで来られた方々には、外で一時待機していただく様な状態でした。高

林家住宅の大人気がわかります。 

正月には家に 20 以上ある神棚にお供えされるとのことです。当主の「家を残すということは、伝

統行事を引き継いでこそ意味がある」との言葉に感銘を受けました。お話を聞かせ頂き、建物の維持

管理や伝統行事の継承のご苦労が改めて判りました。 

今回の文化財特別公開に際して、当主の高林永統様には大変お世話になり、ありがとうございまし

た。※百舌鳥精進とは、この地域の年末年始行事で、一般的には、大晦日から精進に入り、正月 3 ガ日は必ず

当主の男性が「おせち料理」を作ると言われる。 

 
＊「古墳でコーフンや！」、ミニガイドツアー              ［稲田 美佐子］ 

11 月 5 日（日）の特別公開限定ミニガイドツアーを担当しました。コースは、仁徳天皇陵古墳拝

所前集合⇒いたすけ古墳⇒御廟山古墳⇒高林家住宅⇒百舌鳥八幡宮です。日頃、定点配置では行かな

い所ばかりなので、事前研修は勿論のこと、コースの確認にも何度も行きました。 
皆様、今回のコースが、古墳と日頃滅多に公開されない高林家住宅、そして百舌鳥八幡宮が組み入

れられた素晴らしいことをよくご存知で、受付で申込用紙を用意する前から、次々といらっしゃり大

変な反響です。 
いたすけ古墳では、午前の部は残念ながら、

100 人以上の足音に驚いたのかお目当ての狸

は引っ込んでしまいましたが、午後は居まし

た！2匹がのんびりと日向ぼっこする姿に皆様

大喜びです。お客様より、何故古墳が売られた

のか？とのご質問あり、この質問お待ちしてお

りましたとばかりお答えしました (笑)！ 
御廟山古墳は応神天皇の初葬墓と言われて

いること、百舌鳥八幡宮との関係・歴史を説明すると、古墳好きの方や地元の人達も知らなかったと

驚かれ、色々質問が来ました。心は次の高林家住宅に急ぎますが、丁寧に答えますと質問してない方

も関心を示されました。どなたかの「古墳でコーフンや！」で、ここでも大笑いです。 
高林家住宅では、江戸時代の大庄屋さんの風格ある屋敷の素晴らしさに、只々驚いてらっしゃいま

した。お正月の百舌鳥精進と言われる料理やお雑煮は、未だに伝統を守りご当主が作っておられると

話すと、女性方はご主人を見、ご主人方は聞こえぬ振りに場が和みます。 
初公開の百舌鳥八幡宮では、皆様のお目当ては大久保利通卿揮毫の扁額「百舌鳥神社」ですが、大

鳥居の扁額「八幡宮」もご子息の大久保利武卿の揮毫であることをご存じない方が多かったです。出

来たばかりの若宮社はその名のとうりピカピカで、白木の美しさを見て頂けるチャンスですと話すと、

カメラに収めておられました。 
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午前、午後合わせて 150 名近くのお客様にご参加いただきましたので、私たちスタッフは、昼食を

食べる間も無かったですが、やり遂げた感でいっぱいでした。ありがとうございました。 
 
＊堺まち旅ループでご案内                        [長江 幸代] 

 緑色のボディーでお馴染みのループバス、今

回の私の担当はこのバス内でのご案内でした。

前半 3 日間、後半 2 日間のお客様乗車人数は合

計で1,000名ちかく、一日平均約200名でした。

このループバスは土日祝日のみの運行で、「堺

文化財特別公開」の日程にはピッタリで、お客

様のお役に立ったようです。特に大仙方面への

移動にはありがたい存在で、「平日にもこのコ

ースがあると嬉しいなぁ～」とお客様のお声が

ありました。 
 以前とはルートが変更になっていて、往路・堺東駅前出発コースと復路・堺駅前出発コースです。

私たちループバス担当者は、朝 9 時 10 分発の 1 便から午後 3 時 10 分発の 10 便までのコースを 5 日

間、往路と復路それぞれの組み合わせで乗り込みました。日頃、観光バスに同乗してお客様をご案内

している私たちですが、ループバスでは多少勝手が違いました。最初はバス内の音声案内に「いつ終

わるの？」と戸惑いましたが、慣れるとアナウンスとのコラボレーションも面白い体験でした。アナ

ウンスが終わってからガイド案内するよう心掛け、お話する内容は「当日の催し」を最優先に、そし

て初公開箇所「百舌鳥八幡宮」のご案内、余裕があれば時間に合わせたミニガイドツアーのご紹介、

時にはパンフレットやループバス時刻表をお客様にお渡ししたりと、アッという間の 30 分間です。 
 時間帯によってお客様の人数はいろいろですが、バス内が朝のラッシュアワー並みの超満員で、つ

り革持つ手もいっぱいで 30 人は乗られていたと思われる時もありました。後で運転手さんにお聞き

すると、定員は 37 人だそうです。ビックリ！また、何周か廻っていると手を振りながら笑顔で乗り

込んで来られたお客様。そうそう、2 時間ほど前に降りられたグループの方々が偶然に乗車。「良か

った～」と。私の方こそ「良かった～」と応えました。終わってみると楽しい乗車案内でしたね。 
 
＊開口神社で華美芝居                        [佐々木 ハナ子] 

穏やかな 5 日間でした。イベント開催でいつも気

になるのはお天気。客足がお天気で左右されるから

です。幕開けの 11 月 3 日(金)は大安吉日、祝日と重

なって開口神社も百舌鳥八幡宮両社とも、七五三詣

りの人達で大賑わい。お参りを済まされた方々を太

鼓と拍子木で誘い、華美芝居の始まり始まりで～す。 
今回は開口神社での定点の華美芝居。数日前、開

口神社社務所にご挨拶に行き、どこでさせていただ

くのか？お伺いする。場所によってお客様の数も違

ってきます。お神輿蔵の前、一等地をいただきまし

た。朝は日当たり良い所です。初日 10 時前にスタ

ンバイ、11 時からコンサートがあるため、1 時間を予定していたのですが、10 時半ごろから演奏の

リハーサルが始まったので、結局、午前中は 1 回公演、午後からも 1 回で断念。しかし、そんな事で

めげる華美芝居部隊ではありません。コンサート出演者に見て頂いて初日終了。4 日は少し寒く客足

まばら・・・。10 時半よりお弁当配り、全員で行くとその間、華美芝居の公演が出来ないので、2
人で華美芝居を続けてもらうことに。その成果あり、作戦大成功。5 日(日)は高林家住宅に出向き突
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撃華美芝居。11 日(土)、12 日(日)も 4 日と同様、部員が交代させて時間のロスなく公演しました。 
皆様は観光ボランティアをしていて嬉しいことがありましたか？何よりの喜びはお客様に喜んで

もらうことではないでしょうか。「とても良かった。楽しかった。ありがとう・・・」それが励みに

なります。でも、もっと嬉しいのは、私を覚えてくださっていることです。ガイドや華美芝居をやっ

ていてこんなに嬉しいことはありません。今回、別々の場所で、3 人の方にお声をかけていただきま

した。そろそろ他の人に任せ、引退を・・・と思っていたのですが、「これからも頑張ってください。

またお会いしたいです」のお声に、よ～し、死ぬまでやったろかい！決心も新たにした今回の文化財

特別公開でした。 
 
事務局ニュース 

＊運営会議報告 

 平成 29 年 11 月 6 日(月）午後 2 時から、堺市総合福祉会館 第 1 会議室において、理事 26 名が出

席して、運営会議を開催いたしました。 

 

理事長報告 

① モーターショーには公式ガイドブックがあります。車の案内本ですが、今年 12 月 10 日から始ま

る 2017 年版に、百舌鳥古墳群の案内、そして小さいかも知れませんが、堺観光ボランティアの

記事が掲載されそうです。楽しみにしてください。 
② 阪堺線活性化懇話会での資料の一部について、御案内します。 

・大和川駅から御陵前駅までの老朽化の激しいレールや枕木を交換したそうです。 
・信号のある交差点の停止確率と平均停車時間という珍しいデータが発表されました。 

上り下りとも停止確立の高い交差点は御陵前交差点、特に下りの場合は 100%で平均 14 秒だそ

うです。少ないのは、新在家町東一丁や九間町東一丁でゼロに近い数字です。 
・おでかけ応援カード利用は平日が一日当たり 1,300 人、休日は 1,000 人くらいです。 
・日本デザイン振興会により、2017 年は低床車両の堺トラムのグッドデザイン賞受賞が発表され

ました。 
 
各部門からの連絡・報告事項 
各部門からのニュースを参照願います。 
 

＊事務局からの報告 

 （公社）堺観光コンベンション協会の草野事務局長の発案で、「宿院周辺と大道筋を活性化させる

会」に、川上理事長、木村部長と小寺が参画しております。他からの出席メンバーは、宿院頓宮、住

吉大社、堺太鼓の会、ふとん太鼓連合保存会、OMOROI 堺実行委員会、大阪神農商業協同組合堺支部、

堺異業種交流会などです。11 月 16 日(木)19 時から、秋季堺文化財特別公開の報告、堺大魚夜市につ

いて話し合いました。 

 
総務部ニュース 

＊会員の状況 

寺川一雄さん（平成 27 年入会 22 期）が、11 月 6 日に逝去されました。ご冥福をお祈りして謹ん

でご報告します。この結果、12 月 1 日現在の正会員数は 232 名、賛助会員数は 16 名です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                          

＊年末年始の協会活動は、１２月２９日(金)～１月３日(水)の間は休止です 

 

＊１１月度 定点配置表から様式を変更しています 

  定点配置表の様式に、「ＶＲ（博物館）」を追加しました。このため「自転車博物館」の記載場所が

右端に変わりました。 
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＊平成３０年の「新年祝賀会」に多数の参加をお願いします 

平成 30 年 1 月 17 日(水）12 時から、ホテル・アゴーラリージェンシー堺で開催します。 

会員全員が集まる数少ない機会です。どうか多数の参加をお願いします。 

12 月の協会ニュース送付封筒に案内状を同封していますので、出欠の回答をお願いします。 

 

＊下期会費の徴収 

11 月に銀行振込みで支給の交通費から、下期会費（3,000 円）を徴収しました。 

徴収できなかった方には、メールまたは郵送で請求書を送付しますので納入をお願いします。 

 

＊協会の情報連絡をよく読んでください 

 協会からの情報連絡の伝達には大変苦慮しています。現状はごく限られた方法でしか伝達手段があ

りません。どうか次の事項については即実行をお願いします。 

・協会からのメール発信があります。メールは一日に１回は開封して着信を確認して、受信があれば

内容をよく読んでください。 

・毎月発行の協会ニュースには、必ず目を通してください。協会活動に必要な情報が満載です。 

 
研修部ニュース 

＊２７期生 入門講座事前説明会を行いました 

27 期生募集のための入門講座事前説明会を 10 月 26 日(木)と 29 日(日)に、堺市総合福祉会館で行

いました。両日で 16 名が説明を受けられ、活発な質疑応答がありました。（記事別掲） 

 
＊２７期生 入門講座開講式を行いました 

27 期生入門講座の開講式を 11 月 7 日(火)、堺市総合福祉会館で行いました。今回の受講生は 14

名で、全員出席です。この後、13 回の入門講座を受講、12 月 22 日(金)に入会式が予定されています。

（記事別掲） 

 

＊２６期生 入会後６ヶ月フォローアップ研修 

26 期生の方を対象にします。カリキュラムは入会後 6 ヶ月の活動の振り返りと、ブラッシュアッ

プを図るための方策をグループ討議で考えて頂きます。加えて次のステップとして、スライドにより

車窓の風景を見ながら、バス車中トークでツアーガイドの魅力を体験してもらいます。 

実施日程は、12 月 6 日(水）堺市総合福祉会館第 5 会議室です。 

 

＊２９年度 会員交流会 

例年 12 月に実施している会員交流会は、今年度は、来年の 1 月 23 日(火)に兵庫県伊丹市周辺(昆

陽寺、白雪長寿蔵で昼食、有岡城址他)、1 月 31 日(水)は奈良県葛城市周辺(当麻寺、「玉や」で釜

めし昼食、石光寺、置恩寺他)で実施します。  

参加ご希望の方は、協会ニュース 12 月号の封筒に同封された案内書の要領で、12 月 20 日(水)まで

に申し込みください。 
 
＊堺観光ボランティア２７期生 募集の事前説明会              [松浦 和男] 

27 期生の募集構想は 26 期生の協会入会式の直後から始めました。その大きな理由の一つは事前説

明会用と講座用の部屋の確保にあります。そのためには募集方法の見直しです。研修部内で検討の結

果、募集用のポスターを図書館・市役所・堺観光コンベンション協会などへの配架、協会員への協力

呼びかけと「広報さかい」での募集となりました。その後、前回の入門講座実施要項をふまえ、大ま

かな要項を作成します。部屋の確保のため、堺市総合福祉会館に足を運び、事前説明会用と講座用の 
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部屋を予約し、要項にその部屋番号をあてはめ

ます。 

「広報さかい」での募集要項は、堺市の観光

推進課との数度のメールのやり取りで決定し

ます。次は広報部へ募集のホームページ作成の

お願いですが、原稿もすべて研修部で作成しま

す。ここまで決まりましたら、事務局（現 観

ボラオフィス）へ「応募者への対応のお願い」

の文書を送信し応募を待ちます。応募された方

からのメールが、観ボラオフィスから自宅に転送されますと、応募者には説明会のための案内用メー

ルを返信すると同時に名簿作りをします。「広報さかい」に載った直後から次々と応募があり、反応

の良さに嬉しくなりました。しかし、1 週間後にはパタッと応募が途絶えたので少し心配になりまし

たが、結果的には 16 名が応募されました。 

1 回目の説明会（10 月 26 日）は 11 名の参加があり順調でしたが、2 回目（10 月 29 日）は台風接

近の中での説明会となり、慌てて「大雨警報が出ても開催しますよ」とのメール発信と電話連絡に追

われました。幸いにも「暴風警報」は出ず大雨の中、予定の 5 名の参加があり安堵しました。そのう

ちの 14 名の方が入門講座を受講されることになりました。11 月 7 日(火)に 14 名全員そろって開講

式を行いました。 

 

＊２７期生 入門講座開講式                        [土山 裕美] 

 27 期生入門講座の開講式が、11 月７日(火)

に行われました。今回の受講生は 14 名。全員

出席で幸先の良いスタートです。 

初めに当協会 川上理事長が「観光ボランテ

ィアガイドの意義」について、協会の歴史や指

針を踏まえて自身の経験も交えながら話され

ました。次に堺市文化観光局観光部観光推進課

課長補佐 北口 崇様から市作成のＤＶＤ視聴、

観光行政のお話があり、皆さん熱心にメモを取

っておられました。 

受講生の年齢層は 30～70 歳と幅広く、自己紹介では得意分野のアピールを活発に行うキャリア豊

富な方が勢揃い。全 13 回の入門講座をクリアされて、すべての受講生が 12 月 22 日(金)の入会式を

迎えられることを期待しています。 

 

事業部ニュース 

＊「秋季堺文化財特別公開」が開催されました 

“堺が誇る悠久の歴史文化を訪ねて”をテーマに「秋季堺文化財特別公開」が、前半を 11 月 3 日(金・

祝)～5 日(日)・後半を 11 日(土)～12 日(日)に開催されました。前・後半とも一時の時雨がありまし

たが、全般的に好天に恵まれ、初公開の百舌鳥八幡宮を始め、5 年振りの公開となった高林家住宅、

変わらぬ人気の鉄砲鍛冶屋敷など、各公開箇所に多くのお客様が来られました。開口神社での呈茶で

は七五三詣りされたお子さん達がお茶体験デビューされ、華美芝居に興じて頂きました。 

秋季堺文化財特別公開報告会を 11 月 24 日(金)に、堺市総合福祉会館にて 14 時から行いました。 
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＊「三好長慶武者行列まつり」に応援参陣しました 

 11 月 5 日(日)、三好市三野町の「三好長慶武者行列まつり」に、武者に扮した 5 名が参陣して、

大いに“武者行列まつり”を盛り上げました。 

 

＊堺市農業祭のお手伝いをしました 

11 月 23 日(木・祝)、堺の三大まつりのひとつ、堺のめぐみと収穫を祝う「堺市農業祭」が大仙公

園催し広場で開催され、会場内の案内やチラシ配布等のお手伝いをしました。 

 

＊「晶子灯歌会」を開催します！ 

 12 月 7 日(木)17 時から、開口神社境内の晶子歌碑前にて「晶子浪漫灯歌会」を開催します。 

今年は晶子生誕 139 年です。来年は生誕 140 年を迎えます。18 時から、サンユービルにて開催され

ている「晶子生誕芸術祭」にも参加し、晶子のバースデーをお祝いします。 

 

＊各プロジェクトの活動 

・イベント工房 … 雨に濡れた堺まつりの衣装等の整理ができました。 

・華美芝居 PJT … 秋季堺文化財特別公開期間中、開口神社にて公演。その他、11 月 18 日(土) ＪＡ

堺中央支所、19 日(日)午前中に南区畑地区での「畑のご馳走」会場で、午後か

らは堺区ふれあい祭、25 日(土)・26 日(日)は イオンモール鉄砲町にてそれぞれ

公演しました。そのほか 12 月も各地から公演依頼が来ています。 

・ＪＡ情報誌［ＣＲＯＰ］… 11 月号で、「撮るさかい、見てある記」コーナーを担当して 8 年目に

突入しました。12 月号は「深井清水町」、来年 1 月号は「西区・南区太

平寺」。スケッチ集も観ボラオフィスで好評販売中です。 

 
ツアーガイド部ニュース 

＊２６期生対象「ツアーガイドの為のまち歩き①」を実施します 

 旧堺市街を 4 回に分けて、町を歩きながら知られざるエピソード、町名の由来、歴史等様々な角度

からの勉強をしていきます。「まち歩き」ならではの細やかな勉強会の 1 回目は、北部「七まち」を

巡ります。ツアーガイド、また定点でも役立つ情報が満載です。26 期生以外の方のご参加も大歓迎

です。 
・集合日時：1 月 30 日(火）9 時 30 分（解散は 12 時頃） 
・集合場所：南海本線「七道駅」改札前（解散は山口家住宅前） 
・制服、名札は必ず着用してください。 
・参加申し込みは、30 年 1 月の活動予定表に“○”を付けてください。 
・次回からの日程です。併せてご参加お待ちしています。 
   2 回 2 月 20 日(火）綾ノ町～妙國寺 
   3 回 3 月 27 日(火）堺伝統産業会館～開口神社 
   4 回 4 月 24 日(火）千利休屋敷跡～臨江寺 
 
＊マイクは大切に扱ってください 
 マイクの故障が増えています。特に、マイク本体にマイクのコードを入れる差し込み口（接続部分）

の接触が悪くなる故障が多いです。この接続部分が壊れると、使用中に大きな雑音が入って使用がで

きない状態になります。マイク本体からコードを取り外す時には、無理やりせずに丁寧に扱って下さ

い。マイクの返却の時には、マイクのコードを差し込み口から外して頂くようにお願いします。現在、

この部分が壊れた時には修理をして使っていますが、修理費用がかなりかかりますので、よろしくお

願いします。 
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＊百舌鳥古墳群めぐりに参加のお願い 

 毎週日曜日に、古墳群めぐりを実施しているのをご存知でしょうか。定点配置に入られた時など、

お客様に教えてあげてください。また、百舌鳥古墳群の勉強にもなりますので、会員の方も是非ご参

加ください。 
コ ー ス：御廟山古墳→いたすけ古墳→履中天皇陵古墳→平成の森見晴台→ 

履中陵ビュースポット→旗塚古墳→グワショウ坊古墳→仁徳天皇陵古墳 
実 施 日：毎週日曜日 10 時 30 分集合 12 時 30 分頃解散 参加費無料 
集合場所：ＪＲ百舌鳥駅西側改札口前 
（但し、年末年始の平成 29 年 12 月 17 日・24 日・31 日と平成 30 年 1 月 7 日・14 日はお休みです） 
 

＊２９－１０ガイド実施報告(敬称略) 

10 月のツアーガイドの総件数は 126 件、ご案内したお客様数は 3,744 名、派遣ガイド数は 232 名です。 

★10/1 日 10:30-12:30 （公社）堺観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 JR百舌鳥古墳群めぐり 12名（徒歩） 

御廟山古墳・いたすけ古墳・履中陵・平成の森・七観音古墳・旗塚古墳・ｸﾞﾜｼｮｳ坊古墳・孫太夫山古墳・

仁徳陵 

ｶﾞｲﾄﾞ：金谷 

【一言】本日、快晴。大阪市や堺市からの歴史好きｷﾞｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟやｼﾆｱの方々の参加でした。ｴﾋﾟｿｰﾄﾞを交え

てのﾊｲｷﾝｸﾞでした。いたすけ古墳ではﾀﾇｷ様のお出迎えに癒された様でした。履中天皇陵古墳のﾋﾞｭｰｽﾎﾟｯﾄ

での観賞などで時間が少しｵｰﾊﾞｰ気味となりました。 

★10/1日 11:05-14:00 旅ﾌﾟﾗﾝﾅｰ 松尾商工会 19 名（観光ﾊﾞｽ） 

仁徳陵・南宗寺 

ｶﾞｲﾄﾞ：小出 

【一言】堺の歴史と文化を堪能され、皆さん楽しそうで満足して頂きました。 

★10/2 月 10:30-15:10 東武ﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞ 天台宗京都寺庭婦人会 14名（観光ﾊﾞｽ） 

南宗寺・たこ昌・利晶の杜・伝産会館・大寺餅 

ｶﾞｲﾄﾞ：辻 

【一言】天台宗のお寺の奥様方の親睦会でした。ｽｶｰﾄ姿の方が大半で、南宗寺の庭を廻るのに防虫ｽﾌﾟﾚｰ

をいっぱいかけて頂きました。ﾊﾞｽ車中で家康の墓がなぜ南宗寺にあるのかなどの話した時に、大寺餅の

ことも説明すると、「ぜひ行きたい」と言われ、連絡を取りお連れしました。お店の方はとても喜んでお

られました。 

★10/3 火 10:00-16:00 西原観光ﾊﾞｽ 春木女性学校 16名（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ） 

伝産会館・妙國寺・利晶の杜・展望ﾛﾋﾞｰ・府大植物工場 

ｶﾞｲﾄﾞ：小川喜 

【一言】岸和田市の方々でした。近くなのですが、ほとんどの方が堺に今まで観光に来られたことがない

とのことです。 

★10/3 火 14:15-16:15 阪急交通社東国内 2課 ぐるっと大周遊ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ 33名(観光ﾊﾞｽ)  

住吉大社・仁徳陵・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：川上浩 

【一言】2カ月で 1,000 人が堺に来られるﾂｱｰの初回を担当。住吉大社で待ち合せ時間に制服を着ていたの

で、添乗員から「では案内お願いします」と言われ、住吉大社の中までｶﾞｲﾄﾞ。住吉のｶﾞｲﾄﾞもおられるは

ずなのでﾃﾘﾄﾘｰ侵害。さかい利晶の杜では、2組にわけて、短時間で呈茶とご案内ができるように工夫。こ

れには、さかい利晶の杜にも大きな協力をして頂いた。お客様は「また、ゆっくり堺に来たい」と言われ、

南部にｸｴを食べに行かれました。 

★10/4 水 9:30-13:20 阪急ﾄﾗﾍﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ 反正天皇陵古墳ｺｰｽ 9名（徒歩） 

収塚古墳・仁徳陵・孫太夫山古墳・竜佐山古墳・狐山古墳・銅亀山古墳・丸保山古墳・永山古墳・反正陵・
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天王貯水池・源右衛門山古墳・塚廻古墳・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：藤井安 

【一言】古墳好きの元気な方々で、各古墳を撮影しながら長時間歩行にも疲れた様子もなく、満足して頂

けました。最後には古墳ｶｰﾄﾞを GET されました。 

★10/4 水 14:10-16:30 阪急交通社東国内 2課 ぐるっと大周遊ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ 25名（観光ﾊﾞｽ） 

住吉大社・仁徳陵・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：木村義 

【一言】内容盛りだくさんﾂｱｰの 3日目なのでお客様は疲れ気味と思いきや、ﾊﾞｽ車内でも熱心に聞いて頂

きました。案内時間が少ないので、ﾊﾞｽ車内での時間の使い方に工夫を必要としたﾂｱｰでした。 

★10/4 水 14:30-15:10 太平洋人材交流ｾﾝﾀｰ 8 名（観光ﾊﾞｽ） 

利晶の杜・水野鍛錬所・伝産会館 

ｶﾞｲﾄﾞ：井藤 

【一言】ﾍﾞﾄﾅﾑの高官の方たち。皆さんお若く、日本の歴史には興味がないようだった。さかい利晶の杜

で呈茶後、「利休の茶は今の日本に根付いているか」、「茶碗の正面を回して飲んだ後、また戻すのはなぜ

か」などの質問が出た。刃物をたくさん購入されていました。 

★10/5 木 11:30-14:30 ﾂｰﾘｽﾄﾄｯﾌﾟ 時之島時和会 30名（観光ﾊﾞｽ） 

博物館・仁徳陵・ｼﾃｨ H青雲荘・伝産会館 

ｶﾞｲﾄﾞ：宮尾・橋本要 

【一言】一宮市時之島老人会の旅行。春と秋の旅行で殆どの所は行ったと言われていたが、意外に堺は初

めての方が多かった。後行程は、加太温泉だそうです。 

★10/5 木 12:30-16:10 阿波交通 ｼﾙﾊﾞｰ大学大学院 OB会 120名（観光ﾊﾞｽ） 

仁徳陵・利晶の杜・展望ﾛﾋﾞｰ 

ｶﾞｲﾄﾞ：金谷・長江・林茂・小出・田辺・川上由 

【一言】50 分遅れのｽﾀｰﾄで心配しましたが、6 名のｶﾞｲﾄﾞの臨機応変の対応で 120 名の団体をご案内する

ことが出来ました。徳島県の方々でしたので、三好家の話を織り交ぜると大変喜んで頂きました。小春日

和の中、公園内の弁当昼食も思い出になられたのではないかと思いました。 

★10/6 金 13:30-15:00 同志社女子大学 ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ会 15名（徒歩） 

南宗寺・かん袋 

ｶﾞｲﾄﾞ：谷﨑 

【一言】ﾁﾝ電で早めに来られたので、ゆっくりご案内出来ました。楽しいお客様達でした。 

★10/6 金 11:30-12:20 NANTO 堺交流会 15名（定点） 

利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：牧 

【一言】皆様、熱心に聞いてくださいました。 

★10/6 金 8:50-12:15 八尾高校 1 年 2組歩こう会 18名（徒歩） 

展望ﾛﾋﾞｰ・反正陵・仁徳陵・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：樽野 

【一言】昭和 20 年生まれの高校の同期会の皆様。博物館での VR 体験が、昼食の上野芝のﾚｽﾄﾗﾝの予約時

間の直前でしたが、天気予報の雨を跳ね返し予定通り無事に案内できました。 

★10/6 金 14:15-16:30 阪急交通社東国内 2課 ぐるっと大周遊ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ 43名（観光ﾊﾞｽ） 

住吉大社・仁徳陵・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：野澤 

【一言】長旅の疲れか、ﾊﾞｽ車内では大半の方が居眠り状態でしたので、堅い話はやめて興味を持っても

らえるような面白い話に切り替えて過ごしました。仁徳天皇陵古墳では、雨のため貸し切り状態で参拝出

来、喜んで頂きました。 
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★10/6 金 9:30-12:30 新日本婦人の会 堺支部 9 名（徒歩） 

鉄砲館・内田家住宅・水野鍛錬所・山口家・本願寺堺別院 

ｶﾞｲﾄﾞ：辻 

【一言】曇り空の中、鉄砲館・内田家住宅は予約で特別に見学させていただきました。お客様はとっても

喜ばれ、3 時間がｱｯという間に過ぎた一日でした。 

★10/7 土 9:30-12:00 第 17回企画ﾂｱｰ 百舌鳥八幡宮の月見祭り 12名（徒歩） 

百舌鳥大鳥居・赤畑会館・百舌鳥八幡宮 

ｶﾞｲﾄﾞ：浅川・柴田友・寺口（ｻﾎﾟｰﾀｰ） 

【一言】百舌鳥八幡宮の秋祭り。町中を練り歩き、先頭を切って宮入する赤畑町のふとん太鼓を、地元の

世話役の観ﾎﾞﾗの寺口会員の案内で見学しました。だんじりからふとん太鼓に変化していった歴史的な経

緯や担ぎ手の交代の方法などは、地元の方ならではの説明で納得できました。華麗で勇壮なふとん太鼓を

皆さんに間近から見てもらえて良かったです。夜に再度、祭り見学に行き、華やかな祭り風景を満喫しま

した。 

★10/8日 10:30-12:30 （公社）堺観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 JR百舌鳥古墳群めぐり 3名（徒歩） 

御廟山古墳・いたすけ古墳・履中陵・平成の森・七観音古墳・旗塚古墳・ｸﾞﾜｼｮｳ坊古墳・孫太夫山古墳・

仁徳陵 

ｶﾞｲﾄﾞ：寺口  

【一言】百舌鳥八幡宮の祭りと重なり、遠くから太鼓の音が聞こえ、終わった後は見に行かれる方も。ま

た履中天皇陵古墳の拝所前では松露に興味津々でした。 

★10/8 日 9:45-15:10 名鉄堺 櫻井神社こおどり見学 14名（徒歩） 

大蓮公園・櫻井神社・青少年会館・上神谷小学校・感応寺・國神社・法道寺・ﾊｰﾍﾞｽﾄの丘 

ｶﾞｲﾄﾞ：山端 

【一言】櫻井神社では風流な踊り「こおどり」に見惚れ、5 台の地車が勇壮に曳行されている姿にも感動

されていました。午後から 7名ﾘﾀｲｱ。完歩７名。 

★10/10 火 14:00-16:00 阪急交通社東国内 2課 ぐるっと大周遊ﾓﾆﾀｰ 47名（観光ﾊﾞｽ） 

住吉大社・仁徳陵・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：辻 

【一言】添乗員さんから、「車内で古墳の話をしておいて下さい」と念を押されました。さかい利晶の杜

では、2階の案内と呈茶に分かれ、2階を 2回説明し、１階の案内を 47人全員で廻りました。短い時間だ

ったので大変でした。 

★10/11 水 10:30-12:10 名鉄観光 京都女子学園同窓会 藤陵会滋賀支部 43名（観光ﾊﾞｽ） 

仁徳陵・南宗寺  

ｶﾞｲﾄﾞ：佐伯美・杉本 

【一言】短時間のご案内で慌しかったが、熱心に聞いて下さり、またの来堺を約束しました。最後に沢山

の方から感謝の言葉を頂きました。 

★10/11 水 9:20-11:50 いすゞ旅行 枚方交野地区更生保護女性会 74 名(観光ﾊﾞｽ)  

展望ﾛﾋﾞｰ・利晶の杜・利休屋敷跡  

ｶﾞｲﾄﾞ：矢木・田辺・大北・浅倉 

【一言】待ち合わせの市民広場に予定の 30分前に行きましたが、お客様は 35分早く到着されて、展望ﾛﾋﾞ

ｰへ行かれていました。時間にも厳しい「更生保護司」さん故かもしれません。堺にとても関心をもたれ、

堺まつりと秋季堺文化財特別公開のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを見て「さすがやなぁ！」と言われていました。 

★10/11 水 14:15-16:30 阪急交通社東国内 2課 ぐるっと大周遊ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ 39名（観光ﾊﾞｽ） 

仁徳陵・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：柿澤 

【一言】住吉大社でお出迎え。東京から 39 名のお客様。道頓堀界隈で大阪のｿｳﾙﾌｰﾄﾞ「お好み焼き」「た
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こ焼き」「串カツ」を召し上がって来られたとか。堺は？と聞かれ、ちょうど深清鮓の前を通過中だった

ので「穴子寿司」を熱弁しました。 

★10/12 木 10:10-11:40 桜井市いきいきｼﾙﾊﾞｰｸｯｷﾝｸﾞ 29名(定点)  

府大植物工場 

ｶﾞｲﾄﾞ：寺口 

【一言】少し早めに来られたので詳細に説明することが出来ました。質問も多々ありました。「丁寧な説

明があるとよく判りました」と喜んで頂きました。 

★10/12 木 13:30-16:00 高齢者大学同窓会 15 名（徒歩） 

仁徳陵・日本庭園・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：長江 

【一言】以前、仁徳陵拝所前で知り合ったお客様がﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞを申し込んで来られ、お仲間と一緒に散策。

和気あいあいと大仙公園内をご案内し、途中で時間を見ながらお客様の都合でｺｰｽ変更。「また来年ね」で

お別れしました。 

★10/12 木 10:00-13:10 神戸北町歴史散歩の会 12名(徒歩)  

薫主堂・鉄砲鍛治屋敷・山口家・本願寺堺別院・妙國寺・菅原神社・晶子生家跡・利晶の杜・利休屋敷跡 

ｶﾞｲﾄﾞ：林茂 

【一言】歴史好きのｸﾞﾙｰﾌﾟの方々。今回は中世に栄えた堺のｺｰｽを設定。皆さん熱心にﾒﾓしながら案内に

聞き入ってくださいました。 

★10/12 木 10:00-15:00 日の丸観光ﾊﾞｽ ひまわり会 20名（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ） 

利晶の杜・ｻｶﾞﾐ・仁徳陵・日本庭園・伝産会館 

ｶﾞｲﾄﾞ：西本 

【一言】「また来て下さいね」とお願いすると、皆さんの地区では、日の丸観光さんが絶大な人気だそう

なので、運転手さんに観光誘致をお願いしました。 

★10/12 木 9:30-16:10 王寺町歴遊会 23名（観光ﾊﾞｽ） 

展望ﾛﾋﾞｰ・妙國寺・鉄砲鍛冶屋敷・水野鍛錬所・かに道楽・利晶の杜・大寺餅・南宗寺・仁徳陵 

ｶﾞｲﾄﾞ：木村義・佐野（研修） 

【一言】流石に皆様歴史好きで聞き上手なお客様でした。こちらが楽しませて頂きました。事前の連絡と

ｶﾞｲﾄﾞ後には、お礼の電話まで頂戴しました。 

★10/13 金 10:00-12:00 鳥取県倉吉西高等学校 8名（定点） 

府大植物工場 

ｶﾞｲﾄﾞ：志賀 

【一言】生物自然系進学ｺｰｽの学生さん達で、植物生産加工に興味あり。大学ｷｬﾝﾊﾟｽも見学しました。 

★10/13 金 14:30-17:00 阪急交通社東国内 2課 ぐるっと大周遊ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ 43名（観光ﾊﾞｽ） 

住吉大社・仁徳陵・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：中西美 

【一言】お客様は、ほとんどが関東方面の方々で堺のことをご存知ない。「仁徳天皇陵古墳が堺市にある

のを初めて知った」との声に、もっと PR しなくてはと思いました。その後、皆様は和歌山に向かわれま

した。 

★10/14 土 9:30-12:10 ｱｰﾄﾂｰﾘｽﾄ 京冨士印刷 19 名 (観光ﾊﾞｽ)  

展望ﾛﾋﾞ-・利晶の杜・仁徳陵・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：山田豊 

【一言】白浜への慰安旅行の途中に堺に寄られた。明るく楽しい人達でｶﾞｲﾄﾞはし易かった。社長さんが

歴史好き？で、仁徳陵拝所前や博物館では質問が多く、10 分ほど時間超過しました。 

★10/14 土 9:00-16:00 ｴﾑｼﾞｪﾏ 15 名（おもてなしﾁｹｯﾄ） 

大鳥大社・家原寺・仁徳陵・博物館・かん袋・開口神社・宿院頓宮・小島屋 
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ｶﾞｲﾄﾞ：武藤 

【一言】今年 4 回目の「堺日帰りｳｫ-ｸ」。ﾘﾋﾟｰﾀｰの方もおられました。ありがたいと同時に心引き締まる

思いだ。今年最後のｳｫ-ｸは初めて行く大鳥大社と家原寺もｺｰｽに。今は亡き行基さん建立の神鳳寺、念仏

寺に思いを馳せ、堺に和泉の国あり！を実感して頂いた。 

★10/14 土 9:30-12:30 KNT新潟南高校 43名（観光ﾊﾞｽ)  

仁徳陵・南宗寺・山口家住宅・水野鍛錬所 

ｶﾞｲﾄﾞ：宮尾・奥野 

【一言】高校の修学旅行ということで、日本と堺の歴史を意識した案内に努めましたので、皆さん熱心に

聞いてくださいました。久し振りに高校生らしい高校生に遭った感じがしました。376 名の修学旅行生の

内、ｸﾗｽ別選択見学で 41名が堺を選んでくれた。それだけで特に親しみが湧いてくるからおかしなものだ。

堺まつりの日でもあったので、少しは華やいだ雰囲気に浸ってもらえたかも知れない。 

★10/14 土 15:00-16:30 ｽﾀｼﾞｵﾌｧﾝ 10名（徒歩） 

大仙公園・仁徳陵 

ｶﾞｲﾄﾞ：中西美・浅川・樽野・土山・長尾 

【一言】明日のﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫ-ｸ本番を前に、歩くｺｰｽと案内ﾎﾟｲﾝﾄ箇所をｳｫ-ｸの指導員とｽﾀｯﾌで確認しました。 

★10/15 日 10:20-16:00 近畿埼玉県友会 9名（路線ﾊﾞｽ） 

利晶の杜・利休屋敷跡・展望ﾛﾋﾞｰ・仁徳陵・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：川上由 

【一言】埼玉県出身の関西在住の皆様。歴史は勿論、文学、茶の湯、建築などにも大変詳しい方々でした。

あいにくの雨でしたが「堺まつり」を偶然見学出来て大変喜ばれていました。 

★10/15 日 13:00-16:00 高一丙の会 6名（自転車） 

大仙公園・伝産会館・妙國寺・山口家 

ｶﾞｲﾄﾞ：中村博・柴田友（ｻﾎﾟｰﾀｰ） 

【一言】高校 1 年生の時の同窓会で、自転車観光を予定して来て頂きました。残念ながら本降りの雨で、

私が自転車で先導してお客様は自家用車でついて来て頂きました。この堺訪問が有意義で、来て良かった

と思って頂きたいと案内しました。感謝の言葉を頂き、ひと安心でした。 

★10/15 日 10:00-12:00 ｽﾀｼﾞｵﾌｧﾝ 50名（徒歩） 

大仙公園内古墳めぐり 

ｶﾞｲﾄﾞ：中西美・浅川・樽野・土山・長尾 

【一言】「ﾗｲﾌﾘｰ ｿｰｼｬﾙｳｫ-ｷﾝｸﾞ体験会」。まず認知症予防と古墳の話の後、大仙公園に移動して、ｽﾄｯｸの使

い方の学習や歩幅測定をした後に歩きました。7 カ所のﾎﾟｲﾝﾄで案内をしました。前日に下見をｽﾀｯﾌと一緒

にしていたのでｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがｽﾑｰｽﾞにとれ、笑顔で話を進められたと思います。雨を気にしながらのｳｫ-ｷﾝｸﾞ

でした。案内も短くわりやすいように準備していたので、楽しく案内出来ました。 

★10/15 日 13:50-16:10 ｽﾘｰｴｽﾄﾗﾍﾞﾙ 天満台 2丁目自治会 20名（観光ﾊﾞｽ） 

利晶の杜・利休屋敷跡・仁徳陵・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：松浦 

【一言】雨の中のｶﾞｲﾄﾞでしたが、笑顔が絶えないお客様で楽しく案内が出来ました。 

★10/15 日 9:00-11:15 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｻﾎﾟｰﾄ沖縄 北斗 16名（観光ﾊﾞｽ） 

南宗寺・仁徳陵・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：山下真 

【一言】沖縄からのお客様。2 泊 3 日の関西旅行で、最終日が堺観光でした。短い時間でしたが、仁徳天

皇陵古墳の大きさに驚いておられました。 

★10/15 日 8:30-10:00 ｽﾀｼﾞｵﾌｧﾝ（講演）50 名（定点） 

堺市産業振興ｾﾝﾀｰ 

ｶﾞｲﾄﾞ：樽野 
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【一言】古墳の話の準備は大変でしたが、勉強になりました。 

★10/16 月 14:00-16:20 阪急交通社東国内 2課 ぐるっと大周遊ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ 42名（観光ﾊﾞｽ） 

住吉大社・仁徳陵・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：安田 

【一言】雨が降り続く中での 42名のｶﾞｲﾄﾞはﾊｰﾄﾞで慌しく大変でしたが、無事終えてお客様にも喜んで頂

けて(疲れも感じなく終えて)ﾎｯとしました。旅行 3 日目、「堺に来て良かった」と言って頂けました。こ

の後、皆さん元気な様子で和歌山へ向かわれました。 

★10/16 月 10:00-11:30 西脇市保護司会 22名（公用ﾊﾞｽ） 

展望ﾛﾋﾞ- 

ｶﾞｲﾄﾞ：滋野 

【一言】皆さん古墳にものすごく興味を示され、まるで仁徳陵の拝所前での案内みたいでした。 

★10/16 月 13:00-16:00 井出様 2名（徒歩） 

展望ﾛﾋﾞｰ・妙國寺・本願寺堺別院・覚応寺・山口家・鉄砲鍛冶屋敷 

ｶﾞｲﾄﾞ：弘瀬 

【一言】大雨の中の旧市内散策でお気の毒でしたが、お寺の説明板をじっくりご覧になり、寺町界隈の古

い家並みに感動され、妙國寺の宝物の数々や山口家住宅の重厚な建築をご覧になり、「いいものを見せて

もらいました」とおっしゃって頂いた時には、雨の中でのご案内でしたが、良かったと心から嬉しく思い

ました。 

★10/17 火 10:30-16:10 平日ﾊｲｷﾝｸﾞ＋α 13名（徒歩） 

大小路交差点・反正陵・榎宝篋印塔・向泉寺閼伽井・魚太郎・福王寺跡・金岡神社・竹内/下高野街道交

差・西除橋・竹内/中高野街道交差・王仁の聖堂・柴垣神社 

ｶﾞｲﾄﾞ：土井 

【一言】お客様は三重県、奈良県、大阪市、堺市など各地から参加されました。週一で活動されているｸﾞ

ﾙｰﾌﾟで、日本遺産の竹内街道の西側を巡るｺｰｽです。次は太子町辺りに行かれ、3 回に分けて全ｺｰｽを巡ら

れるようです。13㎞ほどの長い行程でしたが、皆さん疲れも無く歩かれました。美原区から参加の方が多

く、次に行かれる松原市内のご案内をしたら、「目から鱗が落ちました」と喜んで頂きました。 

★10/17 火 10:00-12:00 ﾐﾂﾜﾄﾗﾍﾞﾙ 箕面市保護司会 27名（観光ﾊﾞｽ） 

展望ﾛﾋﾞｰ・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：髙三 

【一言】短時間のｶﾞｲﾄﾞでしたが百舌鳥古墳群を中心にご案内しました。さすが人の話を上手に聞かれる

方ばかりで熱心に聞いて頂きました。博物館では甲冑を身に纏って記念写真を撮っておられました 

★10/17 火 12:30-15:20 太陽観光 明治学区民児協 24名（観光ﾊﾞｽ） 

展望ﾛﾋﾞｰ・博物館・伝産会館 

ｶﾞｲﾄﾞ：濱田・本間 

【一言】大半が女性の方々でした。ﾊﾞｽ車中も案内を聞いて頂き和やかに過ごしました。古墳については

展望ﾛﾋﾞｰでの案内の時から非常に興味を持って聞いて頂きました。博物館は常設展の案内だけでしたが、

次の機会にはｼｱﾀｰや VR体験をして頂くようにお願いしました。 

★10/17 火 14:00-15:40 三田市厚生保護女性会 38名（観光ﾊﾞｽ） 

展望ﾛﾋﾞ-・伝統産業会館 

ｶﾞｲﾄﾞ：徳井・石川 

【一言】高速道路が渋滞の為、到着が 30 分遅れました。また展望ﾛﾋﾞ-は、小学生の見学とﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞし大

変混雑した中での案内でした。氷上観光の運転手の方から「堺の観ﾎﾞﾗの方のﾊﾞｽの中でのｶﾞｲﾄﾞは人間味

があり、大変良いですね」との言葉を頂き嬉しかった。展望ﾛﾋﾞ-では、ｶﾞｲﾄﾞの動きに纏まって移動して

下さり、「雨がやんでよかった」「金剛山、二上山へ行ったことがあるよ」と熱心に眺望を楽しまれ、堺伝

統産業会館へ。到着が遅れﾊﾗﾊﾗしましたが、幹事さんの「予定通り出発したい」のお言葉通り、3 時 40
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分帰路に。皆様のお陰とﾎｯとしました。 

★10/17 火 9:00-16:20 朝日旅行 巨大古墳の謎にせまる堺 23名（観光ﾊﾞｽ） 

展望ﾛﾋﾞｰ・反正陵・仁徳陵・美々卯・ﾆｻﾝｻﾞｲ古墳・いたすけ古墳・履中陵・七観音古墳・旗塚古墳・ｸﾞﾜｼ

ｮｳ坊古墳・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：樽野 

【一言】滋賀県・神戸市・京都市などから参加されたお客様。午前中は雨の中を熱心に見学して頂き、ﾆｻ

ﾝｻﾞｲ古墳あたりから小降りになりました。沢山の古墳を見学され、古墳めぐりに特化したこういうﾂｱｰに

参加される方が多いのも驚きでしたが､｢一度古墳を見学したかった｣と言って下さる方もあり､案内の内

容をもっと練っていかないといけないなぁと痛感させられました｡ 

★10/17 火 10:10-14:30 京田辺ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 遊歩くらぶ 15名（徒歩） 

御廟山古墳・いたすけ古墳・都市緑化ｾﾝﾀｰ・ｸﾞﾜｼｮｳ坊古墳・七観音古墳・履中陵・孫太夫山古墳・博物館・

仁徳陵 

ｶﾞｲﾄﾞ：金谷 

【一言】待ち合わせ時間より早く来られたので予定より早く出発しました。雨の為、皆様の了解の上、昼

食場所を都市緑化ｾﾝﾀｰに変更しました。古墳がこんなに沢山あるのには、ﾋﾞｯｸﾘされた様子！「また、機

会を見つけて来る」と皆さん言って下さいました。 

★10/18 水 10:15-16:05 松ヶ枝町旅行会 34名（観光ﾊﾞｽ） 

南宗寺・利晶の杜・ｼﾃｨ H青雲荘・博物館・仁徳陵・展望ﾛﾋﾞｰ・伝産会館 

ｶﾞｲﾄﾞ：木村義・川上由・荒山・浅川 

【一言】高速道路の渋滞でｽﾀｰﾄが遅れましたが、順調に進めることが出来ました。各所の立寄り時間が短

かったので、「今度はゆっくり見学に来ます」と言ってくださった方が多くおられました。 

★10/19 木 10:30-15:30 津山商業 31期同窓会 16名（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ) 

展望ﾛﾋﾞｰ・利休屋敷跡・梅の花・利晶の杜・仁徳陵 

ｶﾞｲﾄﾞ：矢木 

【一言】全員が 82 歳という皆様で、途中から疲労が見えてきた。予定では仁徳陵拝所前から三国ケ丘駅

まで歩くことになっていたが、幹事さんに声を掛け、JR百舌鳥駅から帰って頂きました。 

★10/19 木 10:50-16:20 国際ﾄﾗﾍﾞﾙ 北芳苑町内会 38名（観光ﾊﾞｽ） 

利晶の杜・利休屋敷跡・ｼﾃｨ H青雲荘・南宗寺・展望ﾛﾋﾞｰ・仁徳陵・伝産会館 

ｶﾞｲﾄﾞ：松井・藤井安・小出・橋本要 

【一言】到着の時間が大幅に遅れたことなどありましたが、皆様ｽﾑｰｽﾞに行動され、大変満足されたとの

声がありました。案内の中では仁徳天皇陵古墳が一番喜ばれました。 

★10/19 木 14:15-16:30 阪急交通社東国内 2課 ぐるっと大周遊ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ 43名（観光ﾊﾞｽ） 

住吉大社・仁徳陵・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：松本潤 

【一言】住吉大社出発時には雨も上がり、見学中は最後まで傘が必要なかったので助かりました。熱心に

案内に耳を傾けて下さるお客様が多くいらっしゃいました。 

★10/19 木 10:00-12:00 健朗会 10 名（徒歩） 

収塚古墳・仁徳陵・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：柴田友 

【一言】お客様の中に、ご自宅が和泉黄金塚古墳のお近くの方やお茶の先生など知識豊富な方がいらっし

ゃいました。和泉黄金塚古墳の発見者、森少年（森浩一先生）の話は覚えていましたが、有名な出土品に

ついては記憶がありませんでした。これを機会に和泉黄金塚古墳を勉強します。 

★10/19 木 10:00-11:00 千早赤坂村人権協会 16 名（定点） 

利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：川上浩 
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【一言】1 時間だけ、さかい利晶の杜を案内しました。近くの方ですが、皆様は堺を遠くに感じておられ

たようです。 

★10/19 木 9:00-12:00 酒販組合 香住支部 7名（観光ﾊﾞｽ） 

仁徳陵・南宗寺・利晶の杜・伝産会館 

ｶﾞｲﾄﾞ：武藤 

【一言】酒販組合の皆様。でも女性の方が殆ど。前日は大阪城、吉本新喜劇の大阪観光。今日は、しっと

りと雨に濡れうっすらと色づいた堺を楽しまれた。「篤姫さらば」と堺伝統産業会館へ。 

★10/20 金 9:50-15:10 賢明学院小学校 61名（おもてなしﾁｹｯﾄ） 

展望ﾛﾋﾞｰ・清学院・山口家・伝産会館・山之口ﾌﾟﾗｻﾞ・利晶の杜・利休屋敷跡 

ｶﾞｲﾄﾞ：金銅・浅川・西辻・山下昇 

【一言】雨が降りやまなかったので、昼食場所をｻﾞﾋﾞｴﾙ公園から山之口ﾌﾟﾗｻﾞにしました。ﾐｯｼｮﾝｽｸｰﾙなの

で昼食時に感謝の言葉を唱和してから食事をされ、行儀の良いのに感心しました。思いがけない質問を受

けたりして楽しいｶﾞｲﾄﾞでした。 

★10/20 金 9:50-12:00 JP退職者労組 18名（徒歩） 

博物館・仁徳陵・磐媛歌碑 

ｶﾞｲﾄﾞ：中西美 

【一言】同じ職場を退職された方達の散策会。永山園の辺りは仕事の関係でよく通った道だったと、「懐

かしい」の連発でしたが「知らない所もあるなぁー」と。年齢も様々でしたが、和気あいあいのお客様方

でした。 

★10/20 金 9:00-11:30 静岡県都市計画西部ﾌﾞﾛｯｸ研究会 14名（徒歩） 

開口神社・菅原神社・山口家・妙國寺・土居川公園 

ｶﾞｲﾄﾞ：小川喜 

【一言】勉強の為の旅行で、堺観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会の活動にも興味を示されました。 

★10/21 土 13:00-16:00 筍の会 11 名（徒歩） 

晶子歌碑(湊駅前)・菅原神社御旅所・久の杜弁財天・お蔭山跡・蘇鉄山・擁護璽・ﾗｼﾞｵ塔・旧堺燈台・堺

事件/天誅組碑・晶子立像 

ｶﾞｲﾄﾞ：小出 

【一言】雨の中の歩きﾂｱｰでしたが、皆様和気あいあいと楽しく熱心に案内を聞いて頂きました。 

★10/21 土 14:00-16:00 青麦の会 10名（徒歩） 

展望ﾛﾋﾞｰ・開口神社・山之口商店街・宿院頓宮・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：柿澤 

【一言】高校の同窓生の集まり。大雨の中を徒歩での案内でしたが、皆様、楽しそうでした。開口神社で

は晶子恋歌みくじに興じられ、宿院頓宮の飯匙堀りはどんなに雨が降っても水がたまらないを豪語してい

たのですが、こんな大雨にはちょっぴり心配。だが、見事に水は溜まっておらず、案内が嘘でなかったこ

とが証明できました。 

★10/21 土 14:10-16:50 阪急交通社東国内 2課 ぐるっと大周遊ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ 34名（観光ﾊﾞｽ） 

住吉大社・仁徳陵・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：大橋 

【一言】関東のお客様。3泊 4日の 3日目を堺観光に。台風 21号接近で雨。皆様、傘を片手に笑顔をたや

さず興味深く案内を聞いて頂きました。歴史の知識を確かめるように頷き、博物館など見学したかったと

残念がられたお客様の一言が印象に残りました。 

★10/22 日 10:30-12:30 （公社）堺観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 JR百舌鳥古墳群めぐり 0名  

御廟山古墳・いたすけ古墳・履中陵・平成の森・七観音古墳・旗塚古墳・ｸﾞﾜｼｮｳ坊古墳・孫太夫山古墳・

仁徳陵  

ｶﾞｲﾄﾞ：山田豊 
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【一言】台風 21号の影響による大雨でか、参加者はありませんでした。 

★10/22 日 11:30-14:00 神戸白陵会 4名（徒歩） 

妙國寺・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：戒田 

【一言】昼過ぎに暴風雨警報が発令されました。さかい利晶の杜が 14 時に閉館となり、雨足も激しくな

ったので、そこで打ち切りました。短い時間でしたが楽しいｶﾞｲﾄﾞでした。 

★10/24 火 10:30-12:00 神姫姫路 神河町老人ｸﾗﾌﾞ連合会 38名（徒歩） 

利晶の杜・千利休屋敷跡 

ｶﾞｲﾄﾞ：寺口・平野 

【一言】さかい利晶の杜の中では、館内ﾂｱｰをする方法と同じようにやりました。質問されたことに丁寧

にお答えしました。時々鋭いつっこみ(質問)があり、それが却って面白いやり取りとなる楽しいｶﾞｲﾄﾞで

した。 

★10/24 火 13:20-16:00 KNT中国四国 島根県職員退職者会 27名(観光ﾊﾞｽ)  

展望ﾛﾋﾞｰ・博物館（VR 体験）・仁徳陵 

ｶﾞｲﾄﾞ：辻 

【一言】展望ﾛﾋﾞｰから見える景色に感動されていました。島根県からのお客様なので、中根金作さん作庭

の日本庭園の話をするととっても受けました。 

★10/24 火 14:40-17:10 阪急交通社東国内 2課 ぐるっと大周遊ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ  42名（観光ﾊﾞｽ） 

住吉大社・仁徳陵・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：小川正 

【一言】到着が大幅に遅れ、住吉大社ではお出迎えだけでｶﾞｲﾄﾞ無しということが、添乗員に徹底されて

おらず、少し混乱。今回のｶﾞｲﾄﾞのﾒｲﾝはﾊﾞｽ車中ということで、住吉大社と堺が一体であった古代から大

和川で分断されるまでの歴史をお話した。時間がずれても大丈夫ということで、後はほぼ予定した時間通

りでｶﾞｲﾄﾞできたが、42 名を独りでｶﾞｲﾄﾞするのは大変でした。台風の中、東京から 4 日間のﾂｱｰの 3 日目

でお疲れと思ったが、皆さん元気に最後まで案内を聞いてくださり感謝です。 

★10/25 水 9:30-16:00 阪南はなやか観光協会 13名（観光ﾊﾞｽ） 

展望ﾛﾋﾞｰ・博物館・仁徳陵・伝産会館・水野鍛錬所・府大植物工場 

ｶﾞｲﾄﾞ：武藤 

【一言】阪南市から堺市へ観光視察を兼ねてのご来堺。水野鍛錬所さんでは火を入れて鉄を打つ姿に感激

されていました。殆ど男性でしたがお買い物も沢山。堺発祥、観光施設などの案内に力を注ぎました。最

後まで私を「お母さん」と呼び、励ましてくださった方もおられました。 

★10/25 水 9:30-15:30 大和ﾊｳｽ工業九州地区ｵｰﾅｰ女子会 45名（観光ﾊﾞｽ） 

ｺﾝﾍﾟｲﾄｳﾐｭｰｼﾞｱﾑ･利晶の杜・展望ﾛﾋﾞｰ・伝産会館 

ｶﾞｲﾄﾞ：小川喜・桧垣・川上由・杉本 

【一言】九州と高松の大和ﾊｳｽｵｰﾅｰ様御一行でした。「八幡製鉄が堺に来て戦後の堺の復興に一役買って下

さった」という事から話を盛り上げていきました。展望ﾛﾋﾞｰからの絶景に大変喜ばれていました。 

★10/25 水 10:00-11:30 和歌山県立向陽中学校 80名（観光ﾊﾞｽ） 

府大植物工場 

ｶﾞｲﾄﾞ：新井・井藤・高田・永田 

【一言】ﾋﾞﾃﾞｵを見ながらﾒﾓをとり、質問も多くあり、学習意欲旺盛な生徒さんに感心しました。ﾚﾎﾟｰﾄを

提出するそうで、皆一生懸命ﾒﾓを取っていました。魚を入れるｱｸｱﾎﾟﾆｯｸｽの概要を説明すると興味深そう

に聞いてくださいました。 

★10/25 水 9:40-14:30 愛知犬上郡（えちいぬかみぐん）教職員研修会 16 名（観光ﾊﾞｽ） 

利晶の杜・展望ﾛﾋﾞｰ・伝産会館・仁徳陵 

ｶﾞｲﾄﾞ：野澤 
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【一言】教職員の方ばかりでしたが、皆さん気さくな方で案内を熱心に聞いて頂きました。楽しく一日を

過ごしました。 

★10/25 水 12:45-16:00 大阪府高齢者大学校同窓会連絡協議会 58名（徒歩） 

展望ﾛﾋﾞ-・仁徳陵・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：金谷・川上浩・荻野・中辻 

【一言】13名を担当しました。最初は、ご高齢の方々なので歩きを心配しましたが、皆様元気で和気あい

あいで楽しんでおられました。16名様を担当。久し振りの逆ｺｰｽの案内。ｴﾋﾟｿｰﾄﾞを交えての語りに満足い

ただけただろうか？13 名担当しました。市役所から竹内、西高野街道の歩きは元気な人、そうでない人が

おられ、列の乱れに神経を使いましたが、時間的にはﾕｯﾀﾘしていました。仁徳陵拝所前までﾀｸｼｰで先回り

されていた方や、博物館には行かず帰宅された方など自由に楽しんで頂きました。 

★10/26 木 9:15-16:00 三陽交通社 掬水会 35 名（観光ﾊﾞｽ） 

展望ﾛﾋﾞ-・仁徳陵・博物館・千利休屋敷跡・利晶の杜・水野鍛錬所・薫主堂・伝産会館 

ｶﾞｲﾄﾞ：山端・田辺 

【一言】阪神高速湾岸線の流れが良く、お客様は予定より 1時間近く早く到着。このため私達も時間に余

裕をもってご案内ができました。親睦で堺に来られた男性だけの一杯気分の皆さんでしたが、堺の歴史・

文化を楽しまれたように思います。皆さん和気あいあいで、楽しい一日を過ごされたと思います。 

★10/26 木 10:40-14:30 滋賀銀行 水口法友会 20名（観光ﾊﾞｽ） 

府大植物工場・利晶の杜・千利休屋敷跡 

ｶﾞｲﾄﾞ：新井 

【一言】滋賀県甲賀市からのお客様で、企業としての植物工場に関する質問が多かったです。さかい利晶

の杜の与謝野晶子記念館では、ﾖｰﾛｯﾊﾟ渡航経路など興味深く見ておられました。 

★10/26 木 13:35-15:10 関西生産性本部 3名(定点)  

南宗寺 

ｶﾞｲﾄﾞ：宮尾 

【一言】元職場の経営幹部の方々5 名の予定が 3 名になりました。幹事の方が一度来られたことがあり、

気に入って他の方々を誘われたそうです。詳細な資料を用意されていました。ﾏｲﾍﾟｰｽで案内しましたが全

員喜んで頂きました。 

★10/27 金 10:00-15:40 陶友 24期会 16名（おもてなしﾁｹｯﾄ） 

南宗寺・かん袋・木曽路・利晶の杜・晶子生家跡・小島屋・伝産会館・八百源来弘堂・妙國寺・宝珠院 

ｶﾞｲﾄﾞ：中村博 

【一言】大阪の陶芸を楽しむ会の堺在住の方が幹事を担当されました。少し暑い位の好天に恵まれ、堺の

名所と和菓子巡りを楽しまれ、皆さんの笑顔が私へのご褒美でした。 

★10/27 金 9:00-16:20 朝日旅行大阪 巨大古墳の謎にせまる堺 23名（観光ﾊﾞｽ） 

展望ﾛﾋﾞｰ・反正陵・仁徳陵・美々卯・ﾆｻﾝｻﾞｲ古墳･いたすけ古墳・履中陵・ｸﾞﾜｼｮｳ坊古墳・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：樽野 

【一言】兵庫県・京都府・大阪府・東京都からのお客様。良い天気で暑いくらいでした。皆さん熱心に案

内を聞いてくださいました。「墳丘の松の木の管理はどうしているのか」などの質問も沢山出ました。前

方後円墳の模型にも喜んで頂き、嬉しかったです。 

★10/28 土 9:30-12:00 山陽ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 海岸通自治会 22名（観光ﾊﾞｽ） 

展望ﾛﾋﾞｰ・仁徳陵・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：西井・藤井安 

【一言】足元の悪い中での案内でした。堺を知っている方々を含めｶﾞｲﾄﾞが付いての観光は初めてだそう

です。堺がよくわかったと喜んで頂きました。 

★10/28 土 10:00-12:40 尼崎信用金庫 元気 A ｸﾗﾌﾞ 29名（徒歩） 

ｸﾞﾜｼｮｳ坊古墳・旗塚古墳・履中陵・平成の森・平和の塔・竜佐山古墳・孫太夫山古墳・仁徳陵・収塚古墳・
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御廟山古墳・いたすけ古墳 

ｶﾞｲﾄﾞ：金谷・林茂 

【一言】雨の中のｳｫ-ｸとなりましたが、元気に各ﾎﾟｲﾝﾄを巡って完歩しました。「古墳の説明を聞いて、1600

年前の神秘的な古墳時代に引き込まれて楽しいひと時でした。また来ます！」と嬉しい感想を頂きました。 

★10/28 土 9:00-12:15 触媒資源化協会 21名（観光ﾊﾞｽ） 

展望ﾛﾋﾞｰ・仁徳陵・利晶の杜・伝産会館 

ｶﾞｲﾄﾞ：大北 

【一言】研修旅行ということで事前に堺の勉強をしてこられたお客様でした。緊張の中、各所の案内やﾊﾞ

ｽ車内でも市内の案内に努めた結果、「観光はｶﾞｲﾄﾞ付きが一番！」、「次回は時間に余裕を持って来たい！」

等のお言葉を頂きました。 

★10/28 土 14:15-16:30 阪急交通社東国内 2課 ぐるっと大周遊ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ 46名（観光ﾊﾞｽ） 

住吉大社・仁徳陵・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：竹原 

【一言】雨模様で交通渋滞もありましたが、ﾊﾞｽ車内は和気あいあい、楽しいひと時を過ごさせて頂きま

した。 

★10/28 土 10:40-14:50 中家・湯川様 2名（徒歩） 

利晶の杜・利休屋敷跡・かん袋・南宗寺・梅木さんちの台所・展望ﾛﾋﾞｰ・ｱﾙﾌｫﾝｽ ﾐｭｼｬ館前 

ｶﾞｲﾄﾞ：澤井 

【一言】初めての堺観光で、「知らないことばかりで楽しかった」と言っておられた。かん袋では一品で

も昔ながらの方法で商売をされていることに驚かれていました。 

★10/28 土 9:00-12:10 堺刃物商工業協同組合連合会 43名（観光ﾊﾞｽ） 

仁徳陵・博物館・利晶の杜・伝産会館 

ｶﾞｲﾄﾞ：弘瀬・山下真 

【一言】刃物関係の全国大会の後の堺観光でしたので、鉄と堺のつながりを中心に案内しました。博物館

の火縄銃の展示に興味をお持ちのようで、「大火縄銃は実戦に使われたのか？」等の質問が多かった。刃

物以外に仁徳天皇陵古墳の大きさに驚かれていました。 

★10/29 日 13:40-15:30 長良観光ﾊﾞｽ旅行 岐阜県行政書士会 中濃支部 13名（観光ﾊﾞｽ） 

日本庭園・博物館・仁徳陵 

ｶﾞｲﾄﾞ：森口 

【一言】刃物で有名な関市からのお客様。関市に鋳物師の地名が有るとのことで、その昔、堺市と繋がり

があるかも知れないと言われておられました。台風 22 号の影響で雨の中のご案内でしたが、楽しんで頂

けた様です。 

★10/29 日 13:00-16:50 堺市東百舌鳥校区 まちづくり協議会 144名（観光ﾊﾞｽ） 

仁徳陵・博物館 

ｶﾞｲﾄﾞ：金谷・川上浩・渡辺和・八木 

【一言】台風情報に心配。荒天、雨の中、午前中は高槻市で古墳めぐり。仁徳天皇陵古墳では雨の為、短

い案内でしたが、博物館では色々と質問もあり、和やかに過ごされました。 

★10/29 日 9:30-15:15 ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰｼｽﾃﾑ 柳原地区自治会 29名（観光ﾊﾞｽ） 

仁徳陵・展望ﾛﾋﾞｰ・妙國寺・利晶の杜・大寺餅・伝産会館 

ｶﾞｲﾄﾞ：小出・大橋 

【一言】神戸市兵庫区柳原（昔の兵庫津）のお客様で、堺と歴史的に関係があり親しみを持ってｶﾞｲﾄﾞを

させて頂きました。雨にも拘らず、皆さん熱心に案内を聞いて頂き、歴史のまち堺を楽しんで頂きました。

仁徳天皇陵古墳では「ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞの他、海外の墳墓を訪ねたが、日本の古墳も凄い文化財だよ！」との感想

が耳に残りました。 
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★10/29 日 10:30-12:00 （公社）堺観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 JR百舌鳥古墳群めぐり 1名（徒歩） 

御廟山古墳・いたすけ古墳・履中陵・平成の森・七観音古墳 

ｶﾞｲﾄﾞ：澤井  

【一言】あいにくの雨模様でしたが、市内の女性 1 名と出発しました。途中から激しく降り出し濡れだし

た為、七観音古墳の説明後、JR 百舌鳥駅に案内して古墳めぐりを終えました。 

★10/29 日 9:00-15:00 ﾓﾅﾘｻﾞ会 9名（おもてなしﾁｹｯﾄ） 

日本庭園・博物館・CafeIROHA・仁徳陵・展望ﾛﾋﾞｰ 

ｶﾞｲﾄﾞ：弘瀬 

【一言】茨城県からのお客様。大雨の中の案内でした。雨が吹き殴る中の日本庭園では、「綺麗ね！」と

感激して頂いたり、展望ﾛﾋﾞｰからの眺望が最悪なのに「御陵が見えた！」と歓声を上げておられたりして

いましたが、ｶﾞｲﾄﾞとして申し訳ない気持ちでいっぱいでした。 

★10/29 日 9:30-12:00 日本ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗﾍﾞﾙ 30名(定点)  

利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：高田・西辻 

【一言】中国上海を中心としてﾄﾖﾀのｸﾗｳﾝを購入のお客様 30人が招待された団体でした。通訳の方は 2人

で茶の湯体験と館内に分かれました。中国語で案内すると声が大きくなりますが、台風 22 号の影響で一

般のお客様が少なかったので問題はありませんでした。多ければ案内は困難になると思いました。 

★10/29 日 12:35-13:15 ｱｲﾂｰﾘｽﾄ 宝青会 41名（観光ﾊﾞｽ） 

展望ﾛﾋﾞ-  

ｶﾞｲﾄﾞ：松井・江川 

【一言】添乗員より、開口一番、「台風接近のため早く切り上げたいので、後行程の堺伝統産業会館と仁

徳天皇陵古墳はｷｬﾝｾﾙしたい」との申し出あり。展望ﾛﾋﾞ-では、堺旧港さえ霞むほどの視界が悪い中での

案内になりました。 

★10/29 日 9:30-16:15 在日韓国民団青年会 23 名（観光ﾊﾞｽ） 

展望ﾛﾋﾞ-・仁徳陵・博物館・土塔・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：川上浩・小川正 

【一言】台風接近の中、唯一屋外の観光ｽﾎﾟｯﾄの土塔で一番ひどい風雨にさらされ、すぐﾊﾞｽの中に退避せ

ざるを得なかった。ﾊﾞｽ車中でのｶﾞｲﾄﾞとなり時間短縮でき、さかい利晶の杜でのｶﾞｲﾄﾞに時間が取れて、

呈茶体験もゆっくりご相伴させて頂けました。展望ﾛﾋﾞ-では堺市国際課の方がお出迎え。「今日の視界は

10 満点で 1 点です」でﾘﾗｯｸｽして笑いでｽﾀ-ﾄ。始終爽やかにｷﾋﾞｷﾋﾞと行動。博物館に「行基菩薩坐像と木

造観音菩薩立像が無かった」と幹事さんが残念がっていました。 

★10/30 月 9:40-12:45 青春の集い 14名（徒歩） 

仁徳陵・博物館・南宗寺 

ｶﾞｲﾄﾞ：山田豊 

【一言】青春（？）を謳歌されている元気な初老のお客様でした。仁徳陵拝所前では多数の質問が出まし

た。また、名古屋市、三河市からのお客様が同行しておられ、南宗寺の家康伝説には驚いておられ、「堺

伝説の方が正しいように思う」との感想がありました。 

★10/30 月 13:20-17:00 SS俱楽部 6名（徒歩） 

博物館・仁徳陵・利晶の杜・展望ﾛﾋﾞ- 

ｶﾞｲﾄﾞ：荻野 

【一言】参加者 10人の予定が少なくなりましたが、皆様元気で、また、色々質問されていました。 

★10/30 月 10:00-12:40 銀のｽﾃｯｷ旅行 宝塚点字の会 25名（観光ﾊﾞｽ） 

利晶の杜・仁徳陵・展望ﾛﾋﾞｰ 

ｶﾞｲﾄﾞ：牧・中西美 

【一言】老若男女の方々で、ﾊﾞｽの乗り降りに少し時間がかかったように思います。だが熱心に聞いて頂

き質問もありました。市役所のお昼時と重なってｴﾚﾍﾞｰﾀｰが専属でなく並んで乗り込みました。 
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★10/31 火 13:30-15:00 太子町人権協会 27名(徒歩)  

利晶の杜・利休屋敷跡 

ｶﾞｲﾄﾞ：丸山・岡本匡 

【一言】太子町人権協議会の皆さん。堺市人権ｾﾝﾀｰでの会合後の来館でした。熱心に観覧されて呈茶を楽

しまれてのひと時でした。余裕がある行程でじっくりと案内することが出来ました。次回は是非「泉南仏

国でお会いしましょう！」でお別れしました。 

★10/31 火 14:00-16:15 阪急交通社東国内 2課 ぐるっと大周遊ﾓﾆﾀｰ 44名（観光ﾊﾞｽ） 

住吉大社・仁徳陵・利晶の杜 

ｶﾞｲﾄﾞ：西井 

【一言】前以って情報はもらっていたが、聞きしに勝るﾊｰﾄﾞ（超ﾃﾞﾗｯｸｽ）ｽｹｼﾞｭｰﾙのお客様は、圧巻でし

た。3 泊 4 日の醍醐味を満喫していただくには、全く申し分なし。120 分を分刻みでご案内した気分は爽

快でした。 

 

＊１０月度 堺市博物館での「仁徳天皇陵古墳ＶＲ（ＶＲ体験ツアー）」担当ガイドとお客様数 

日・曜日 1日 3火 4水 5木 6金 7土 8日 9月 10火 11水 

ガ イ ド

氏 名 

川上浩 野澤 柿澤 松井 藤井英 宮尾 小川正 川上浩 藤井安 柴田友 

西井     井藤 松井 田辺   

お客様数 83名 29名 39名 29名 33名 26名 67名 62名 22名 15名 

 

日・曜日 12木 13金 14土 15日 16月 17火 18水 19木 20金 21土 

ガイド

氏 名 

西川 西本 木村義 玉置 川上由 奥野 戒田 山端 森口 西川 

  田辺 山下昇      細谷 

お客様数 21名 33名 45名 65名 7名 62名 20名 9名 31名 36名 

                          

日・曜日 22 日 23月 24火 25水 26木 27金 28土 29日 30月 31 火 

ガイド

氏 名 

西井 柿澤 土井 小川正 西本 森口 玉置 辻中 玉置 山下昇 

中辻      樽野 木村義   

お客様数 8名 8名 66名 57名 105名 69名 24名 35名 12名 37 名 

※22 日(日)は暴風警報発令で、博物館は 14 時で閉館しました。 
【一言】北海道、青森、茨城、栃木、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、愛知、岡山、広島、大分、

佐賀など遠方からのお客様が目立ちました。国内推薦決定のニュースで VR 体験ツアーがあるのを知

って、来てみたかったと言われる方も。大きくなったら、学芸員に成りたいと考えている中 1 の女生

徒も。来月開催の「日本と世界が出合うまち・堺 2017」で研究発表される雲雀ケ丘高校の女子高

生 3 名が来館。堺市以外の高校生が古墳に興味を持ってくれることに、嬉しく思う。団体（ツアー、

社員研修、視察、修学旅行、アセアン関係各国の方など）のお客様が目立ってきました。 
 
企画部ニュース 

＊仁徳陵拝所前では、タブレットの使用をお願いします 
 タブレットの使用が苦手で、仁徳陵拝所前の配置の時に、タブレットを使用していない方がまだお

られます。タブレットガイドプロジェクトは既に解散しましたが、プロジェクトのメンバーが、各部

会や各年次の同期会に出向き使用方法をレクチャーしますので、各部会や同期会等の集まりでレクチ

ャーをご希望の方は、志野までご連絡ください。 
タブレットの使用で、英語圏、中国語圏、ハングル圏のお客様にも接することが可能となりますの

で、仁徳陵拝所前の配置の時には、タブレットの使用をお願いします。 
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＊南海・歴史探訪ガイドウォーク 

   11 月 4 日(土）、第 5 回｢奥河内に残る楠木正成の足跡を訪ねて｣が、かわちながの観光ボランティア

倶楽部主担当で開催されました。84 名のお客様の参加でした。（記事別掲） 
次回（最終回）は 12 月 2 日(土）、｢高野街道 御幸道を歩こう｣が、橋本観光ガイドの会主担当で

開催されます。9 時 30 分、河内長野駅下車徒歩 2 分の長野神社集合です。 
   
＊大阪・奈良歴史街道リレーウォーク 

 11 月 3 日(金・祝）、第 7 回｢古代の遺跡が点在する磐余道｣が、桜井市観光ボランティアガイドの

会主催で開催されました。参加されたお客様は 206 名でした。（記事別掲） 

 11 月 11 日(土）には、第 8 回｢橿原神宮の森と深田池の森｣が、橿原市観光ボランティアガイドの

会主催で開催されました。参加されたお客様は 130 名でした。（記事別掲） 
 
＊南海・歴史探訪ガイドウォーク第５回に参加して             ［山田 豊秋］ 

 「奥河内に残る楠木正成の足跡を訪ねて」のサブタイトルで、11 月 4 日(土)に、かわちながの観光

ボランティア倶楽部が主催して、第 5 回「南海・歴史探訪ガイドウォーク」が行われました。天候に

恵まれ、参加者は 84 名（スタッフ含まず）と盛況でした。行程は南海高野線河内長野駅近くの長野

神社をスタートし、三日市町、延命寺、観心寺に至る約 10ｋｍでした。 
まず烏帽子形山（182ｍ）の山頂にある烏帽子形城跡に向かいました。後醍醐天皇の呼びかけに応

じた楠木正成が、鎌倉幕府への抵抗の拠点とするために築城した楠木七城の一つとして伝えられてい

ます。山頂には礎石が残るだけでしたが、空堀や土塁が残っており、立派な山城が想像できます。次

に烏帽子形山の中腹にある烏帽子形八幡神社に向かいました。境内には、正成が湊川の合戦に出陣す

る際、お手植えされたと伝わる「楠公武威松」の切株（樹齢約 600 年）と石碑が残されていました。

烏帽子形山を後にして昔の宿場の趣が残る高野街道を南進し、南海高野線三日市駅前に到着しました。

駅前の跨線橋に「楠公通学橋東」と書かれた道路標識が掛っていました。幼少期（8~15 歳）の多聞

丸（正成の幼名）が、観心寺から加賀田村の大江時親の元に通い、兵法の教えを受けていたことに因

んで命名されたそうです。次に緩やかな登り道を通り延命寺に向かいました。山門横に「楠氏一門和

田正遠之菩提所」の石柱があり、また延命寺境内に墓地があります。正遠とは正成の甥にあたるとの

ことです。次に向かったのが、今回のガイドウォークのキーポイントである観心寺です。正成が幼少

期に勉学武芸に励んだと言われている楠公

学問所、中院、首塚、建掛塔など、境内の正

成ゆかりの場所を、かわちながの観光ボラン

ティア倶楽部の方々による熱心な案内があ

りました。 
観心寺で解散しましたが、まさに「楠木正

成」漬けの一日でした。日本文化遺産の選に

は漏れましたが、かわちながの観光ボランテ

ィア倶楽部の意気込みが感じ取れました。紅

葉の始まった奥河内の一日を、参加者の皆様

は満喫されたことと思います。勉強になりま

した。 
 
＊第７回大阪・奈良歴史街道リレーウォーク 

「古代の遺跡が点在する磐余道」                     [呉竹  正] 

11 月 3 日(金・祝）9 時 30 分近鉄＆JR 桜井駅集合、15 時頃近鉄大福駅、JR 香久山駅解散。10 月

の土日は台風や雨にたたられましたが、うって変わって本日は絶好のウォーク日和。総勢 245 名（206
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名＋スタッフ 39 名）が 10 班に分かれ、それぞれ 2 名のガイドさんの案内で、桜井駅を出発。 
先ず、桜の井戸がある若櫻神社に参拝。推古 20

年、聖徳太子が少年たちを集めて百済からの伎楽の

舞を初めて教えたという土舞台を経由して、日本三

大文殊の一つ快慶作の獅子に乗ったご本尊を有す

る安倍文殊院に到着。ここには安倍晋三氏の寄進の

塔もありました。次いで、安倍倉梯麿が建立したと

いう安倍寺は安倍氏の氏寺。そして、聖徳太子が少

年期から青年期を過ごした上之宮遺跡で午前の部

を終了。 
午後は、4 世紀初頭の箸墓古墳に次いで造られた

全長 235m の墳丘（前方部）2 段築盛、墳墓（後円部）3 段築盛の大型古墳メスリ山古墳を見て、履

中天皇所縁の稚桜（わかざくら）神社まで約 2 ㎞をせっせと歩きました。そして、本日のメインの磐

余池は神功皇后、履中天皇、清寧天皇、継体天皇、用明天皇等のそれぞれの宮の所在地があったとさ

れています。ここには大津皇子の辞世の碑がありました。 
ゴールは百済大寺があったといわれる吉備池廃寺、ここには九重の塔がありました。クイズ 10 問

の回答用紙と引き換えに聖徳太子ゆかりの穴師みかんをお土産にもらって解散。横王路を経て近鉄大

福駅に 15 時に到着。好天に恵まれて 20,289 歩で完歩です。 
 
＊第８回大阪・奈良歴史街道リレーウォーク 

「橿原神宮の森と深田池の森」より西飛鳥の古墳を歩く           [呉竹 正] 

11 月 11 日(土）9 時 30 分 近鉄橿原神宮前駅集

合、最終は 15 時頃 近鉄壺阪山駅で解散の予定。

昨夜の雨の名残りか、どんよりとした黒雲に覆わ

れていましたが、回復に向かうとのことで、いつ

ものように元気よく出発。 
今回は橿原神宮の一の鳥居をくぐって、二の鳥

居の手前で左に折れました。朝のあいさつの時に、

今回はフットパス中のフットパスのコースとい

われていたので、さては！との思い通り、昭和

15 年に 120 万人の手で植樹された 76,000 本の神

宮の森を抜け、日本遺産に認定された推古天皇ゆ

かりの深田池の今上天皇も渡られた桟橋を渡って神宮西口駅方面へと抜けました。 
ここからは、西飛鳥古墳群と呼ばれる地域で、新沢千塚古墳群を遠望し、益田池堤跡に登り、式内

社の鳥坂神社にお参りし、貝吹山の中腹まで登山。そこで出会った巨岩で出来た岩船には圧倒されま

した。わが百舌鳥古墳群とはひと味もふた味も違っていました。午前中の最後は白橿近隣公園の中に

ある沼山古墳、花崗岩の自然石をドーム状に積み上げた横穴式石室を持つ片袖型円墳は、とっても見

ごたえがありました。今回は特別内部公開をしていただきラッキーでした。午後からのコースも魅力

的な古墳がいっぱいあったのですが、体調不良のため残念ながら、ここでリタイアとなりました。   
 
定点ガイド部ニュース 

＊１０月度の大仙公園観光案内所（定点）のガイド客数状況です 

今年の 10 月は 31 日の内 14 日が雨でした。昨年は雨の日がゼロでした。台風に 2 度見舞われると

いう悪天候にもかかわらず、仁徳陵拝所前でのガイド客数は昨年比 1.6%増とほぼ同数でした。ミニ

ツアーが 13 件から 22 件と大幅に増えています。 
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＊ガイドマニュアルの訂正をお願いします 

・堺駅観光案内所 10 月の活動日誌に記載の天誅組碑について、「ガイドマニュアルには天誅組碑の建

立は大正 13 年とありますが、大正 13 年に建立されたのは、堺事件碑のほうでは？」との指摘があ

りました。⇒現地説明板には昭和 3 年に「土佐十一烈士記念の碑」が、昭和 11 年に「天誅組義士

上陸遺蹟碑」が建立されたと書かれています。また碑文最後尾にも昭和 11 年が読み取れます。従

いまして大正 13 年は昭和 11 年に訂正いたします。 

・清学院 10 月の活動日誌に、マニュアル関連説明欄の河口慧海の幼名が〝定次郎″となっているが、

正しくは〝定治郎″との指摘がありました。⇒ご指摘の通りで訂正いたします。 

 

＊１１月１３日、全体部会を行いました 

下記は、観光案内所・定点の 10 月の「日誌」から抜粋したものを掲載しています。 

 

Ａグループ（戒田 啓二）  

＊堺市役所２１階展望ロビー（担当：桧垣・平野） 

・10 月 13 日(金)の昼のコンサートギャラリーは、200 人以上の方がかけつけ大盛り上がりでした。 

（植田藍子、板倉俊守によるサキソフォン四重奏）コンサートは 2ヵ月に 1回程度開催しています。 

・大阪天王寺区から安井町に就職して 2 ケ月。フラッとやってきました。「物の始まり…」って何や

と思っていたのですが、説明でよくわかり、もっと堺のことを知りたくなりました。 
・午後 2 時前にミニツアーの予約をしていると来館されたお客様。対応しましたが、ミニツアーの予

約は出来るのでしょうか。⇒ミニツアーの予約は不可、当日受付のみです。 
 

＊堺駅観光案内所（担当：重永・今村） 

・女性客 3 人に旧堺燈台等の西コースを案内しました。「堺まつりの日に来られて、大変良かった」

との感想をいただきました。また、この後で、大浜ふ頭に停泊中の海上自衛隊訓練支援艦「てんり

ゅう」の見学に向かわれるとのことでした。 

・夕方から堺駅近くでライブ演奏を行うという若者 4 人が市内を散策中でした。南蛮橋の“像”を見

て「これはザビエル？」との質問を受け、“像”の案内をしました。さらに紡績工場跡を経由して

ザビエル公園までご案内し、市内散策を楽しんで頂きました。 

 
＊大仙公園観光案内所（担当：平木・堀・川上由） 

・枚方から来られた司法書士の女性。日頃、数字や法律とにらめっこで頭が痛いので、今日はのんび

り堺の歴史にふれ、頭を休めようと来られた。「リフレッシュできた」と喜ばれていました。大仙

公園を一周されました。 

・朝日旅行のツアコンの方が、「大仙公園の主な花木に関する資料はないでしょうか？」と来られた。 
 探したところ「大仙公園の主な花木」というぴったりの資料が見つかりました。参考になります。 
・中国から勉強にきている 2 人。昔の大陸との関係をお話すると、「うれしい、日本が好きになった」

と言ってくれました。 
 

Ｂグループ（中村 博司） 

＊さかい利晶の杜（担当：松村・柳） 

・ジオラマを説明中、突然、「八重の荒波・・・石津、浜寺・・・暑き日に」と歌いだされた。昭和

12 年生まれの女性で、みんなで大浜の海水浴場に行く時、大きな声で歌っていましたとのことで

した。 
・昭和６年生まれの女性。英彰小学校で岸谷勢蔵氏の次男さんと同級生だったそうで、ジオラマの建

物に見覚えがあり、懐かしがっておられた。川尻の辺りに河盛家があって・・・など、当時の様子

をしっかり覚えておられた。 
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・館内ガイドで、偶然にも 8 月末に案内したご家族が再訪されました。「前回良かったので、広島の

両親を連れて来ました」とのこと。まさかまた同じ方々を案内できるとは、お互いに驚きました。 
 

＊千利休屋敷跡（担当：辻・梅影） 

・蹲踞（つくばい）の右手付近の芝生と春日燈篭の苔の整備が完成しました。一気に庭の雰囲気が良

くなりました。 
・香川県からのグループ。東京でアルフォンス ミュシャ展を見て、堺にコレクションがあることを

知り、来堺。京都の国宝展にも行かれるとのこと。 
・浜寺小学校 4 年生 43 人。さかい利晶の杜へ行く前にここへ立ち寄られたようです。10 分間ほど利

休さんの案内をしましたが、わかってもらえたかどうか？しかし、利休さんの名前を全員知ってい

たことには、大変びっくりしました。 

 

＊山口家住宅（担当：国領・石川） 

・デヴィ夫人が来館。突然、撮影隊とデヴィ夫人が入って来られた。土間だけでしたが、デヴィ夫人

が個人的に興味があり立寄られたようです。 

・青森県八戸市からの男性。明日から外国への出張だが、堺に来たかったので関空発にしてＨアゴー

ラリージェンシー堺に宿泊。昨日、南宗寺へ行き、その後、当住宅へ来て頂くも、台風接近で閉館

していたので再度、来てくださった。「すばらしい庭をゆっくり見せて頂いた。建物もすごい。こ

れから堺伝統産業会館へ行く予定です」と言われたので、妙國寺へ是非お寄り下さいと案内した。 

・女性 2 人。入館されるなり「何年くらいに建てられたのですか」、「知らなかったのですが凄い家

が残っていたのですね」。かまどを見て「『わろてんか』（ＮＨＫ朝ドラ番組）に出てくるのと同

じみたい。西土蔵の扉の厚みに驚き、部屋数を数えて「すごい！」。「北土蔵も見せてもらおう」

と、ゆっくり見学された。最後に、「見応えがありました」と言っていただきました。 

 

＊清学院（担当：澤井・林・佐野） 

・地元の歩こう会が雨のため近くで活動され、立寄られる。チベット人と親しい日本人を中心にチベ

ットを旅行され、参加された時のお話を聞くことができました。 

・大阪市内より 70 歳代の上品な女性。以前にも近くへ来たが、その時、寄ることが出来なかったの

で今回来館。清学院、寺子屋、慧海の説明を熱心に聞いていただき、こちらも嬉しくなった。七道

駅前の慧海山越えの像も説明した。 

・オーストラリアのブリスベンからの 40 歳代の男性が、日本人の友人 2 名とで来館。日本の文化が

大好きで、「一期一会」の漢字も書けるとのことでした。 

 
Ｃグループ（大橋 昭夫）  

＊南宗寺（担当：中西慎・上野・澤野） 

・埼玉からのご夫婦。奥様はお茶を習っておられ、江戸表千家（不白流の一派）とのこと。利休をも

っと知りたくて来堺。この後、さかい利晶の杜へ行かれました。 
・名古屋からの若い女性。歴史好きでお茶にも興味有り。「堺の商人は先見の明がある。センスがあ

る」との印象を持たれ、堺が黄金の日々を迎えたのは理解できると絶賛。八方睨みの龍には「目も

ひげも動く VR みたい」とテンションアップで大満足でした。 
・和歌山夫婦。奈良県今井町を散策し、「今井宗久」が堺の人と知って堺を訪問することになられた。

歴史にも詳しい方で、来て「よかった」と言われていた。 
 
＊妙國寺（担当：小出・箕野） 

・榎小学校のフィールドワーク。生徒たちがメモを取りながら樹齢千百年の国の天然記念物の大蘇鉄

に驚き、また、土佐十一烈士の説明をすると、帰りに石柱碑に見入っていた。宝珠院幼稚園に通園

していた生徒さんもいて、お墓があることは知らなかった、勉強になりましたと喜んでくれました。 
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・大東市からの若い夫婦。飯盛山の近くとあって、三好一族のことはよくご存知で、ここが、義賢公

の寄進した寺地と知り、驚いておられた。 

・堺市の女性 8 人。古布の会、柿渋や訶梨勒（カリロク：香木＆魔除け）に興味を持たれ、楽しそう

でした。 

 

＊堺伝統産業会館（担当：奥野） 

・伝産会館 6 周年記念として、匠のひろばでは、郷田商店さんの協力で手すき昆布の実演があり、

作り立てを試食された方々が異口同音に美味しいと、早速、おぼろ昆布を買い求めていました。 
・セルビアのベオグラード大学の教授２人が来館。日本語も堪能でしたが、堺伝統産業会館が堺刃物

ミュージアムであることもよく知っておられ、楽しんで見学されていた。 

                

＊自転車博物館（担当：大橋・溝） 

・大阪の 70 歳代の男性。昔から色々な自転車を集めていた。コレクションを自転車博物館に寄付し

た時、シマノの社長が家に来られたそうです。 
・広島から堺に引っ越して来られた男性。上司が歴史好きで、堺事件の場所を案内されたことからい

ろいろと廻っているが、自分自身は自転車が大好きで、「今度はツールドフランスの展示がある時

に来たい」言っておられた。 

 
広報部ニュース 

＊公開講演会のお知らせ 

今年度の当協会主催の公開講演会の詳細が決定しました。大阪府立大学、関西大学名誉教授・宮本

勝浩氏に講演していただきます。第 2 部では宮本名誉教授と狭間副市長、当協会・川上浩理事長との

鼎談を行います。テーマは百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録による「地元への経済効果・文化的

影響について」です。募集要項は協会ＨＰ、チラシ、ポスター、「広報さかい」1 月 1 日号に掲載し

ます。 
日時：平成 30 年 2 月 15 日（木）14 時～ 
場所：堺市総合福祉会館 6 階大ホール 

友人、知人等へお声掛けいただき、集客にご協力をお願いいたします。 
 
＊「協会ニュース」ダイジェスト版についてのお知らせ 

「協会ニュース」ダイジェスト版は、12 月号（11 月 25 日発行）で終了致します。来月の平成 30
年 1 月号（248 号）からは、「協会ニュース」本編のみの発行となります。 
1 年間、ご愛読いただいた方には、御礼申し上げます。 
 
＊Ｊ：ＣＯＭ堺「堺シティレポ」１２月の放送予定 

堺市広報課より 12 月のＪ:ＣＯＭ堺の「堺シティレポ」放送予定が入りました。放送された場所

に行く方法や概要など、問い合わせがあるかも知れませんので、注意して見ておいて下さい。 

Ｊ：ＣＯＭ堺 11 チャンネル 15 時 00 分～15 時 15 分、22 時 15 分～22 時 30 分 

※特別番組などで放送時間・内容を変更・休止する場合があります。 

過去の番組は堺市のホームページでもご覧になれます（一部を除く）。堺市チャンネル（検索） 

11 月 25～12 月 1 日 備えよう 考えよう 地域の防災 (5) 

2～8 日 国内推薦決定 堺の宝 百舌鳥・古市古墳群 (5) 
9～15 日 泉北ならではのライフスタイル (5) 
16～22 日 チャレンジし続ける堺のものづくり (4) 

23～29 日 

30～1 月 5 日         

堺っ子を育む堺の教育 (4)  

あったかぬくもり 地域のちから （5） 
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＊１２月度月間予定表                    開始時間    場     所 

2 土 第 4 回南海・歴史探訪ガイドウォーク 9:30 南海高野線御幸辻駅前集合 

4 月 
年次リーダー会 10:00 堺市総合福祉会館 

理事会・運営会議 14:00 堺市総合福祉会館 

5 火 
町家歴史館勉強会 9:50 山口家住宅 

町家歴史館勉強会 14:00 山口家住宅 

6 水 

27 期生入門講座 ミニツアー研修 10:00 大仙公園観光案内所前 

27 期生入門講座 ミニツアー研修 14:00 大仙公園観光案内所前 

26 期生入会後 6 ｹ月フォローアップ研修 14:00 堺市総合福祉会館第 5 会議室 

7 木 

定点ガイド部Ａグループ会議 9:30 堺市総合福祉会館 

第 18 回企画ﾂｱｰ「堺の酒の歴史をたどる酒蔵体験」 12:45 南海本線堺駅東口改札前集合 

139 回晶子生誕祭（晶子浪漫灯歌会） 14:00 山之口プラザ 

企画部会議 15:00 堺市総合福祉会館 

139 回晶子生誕祭（晶子浪漫灯歌会） 17:00 開口神社 

8 金 
定点ガイド部Ｂ・Ｃグループ会議 9:30 堺市総合福祉会館 

27 期生入門講座 個人面談 13:30 堺市総合福祉会館第 1・5 会議室 

11 月 

定点ガイド部全体会議（見学可） 9:30 堺市総合福祉会館 

27 期生入門講座 定点実地講習（後期） 13:30 仁徳陵拝所前 or展望ロビー 

「さかい利晶の杜」定例調整会議 16:00 さかい利晶の杜 

12 火 
研修部会議（見学可） 14:00 堺市総合福祉会館第 4 会議室 

南海・歴史探訪ガイドｳｫｰｸ実行委員会 14:30 大阪狭山市市民活動センター 

13 水 
町家歴史館連絡会議 10:00 山口家住宅 

27 期生入門講座 定点実地講習（後期） 13:30 仁徳陵拝所前 or展望ロビー 

14 木 
ツアーガイド部会議（見学可） 13:30 堺市総合福祉会館第 2 会議室 

総務部会議（見学可） 15:00 堺市総合福祉会館第 4 会議室 

15 金 

27 期生入門講座 定点実地講習（後期） 13:30 仁徳陵拝所前 or展望ロビー 

事業部会議（見学可） 14:00 山之口プラザ 

＜協会ニュース 1 月号＞原稿締切り ＜広報部＞ 

16 土 広報部会議（見学可） 14:00 堺市総合福祉会館 2 階 

18 月 ＪＡ「ＣＲＯＰ」取材 西区・南区太平寺 9:30 太平大橋バス停前 

19 火 

27 期生入門講座 展望ﾛﾋﾞｰからのﾐﾆﾂｱｰ研修 10:00 市役所 21 階展望ロビー 

五者懇談会 10:30 堺市役所観光部会議室 

27 期生入門講座 展望ﾛﾋﾞｰからのﾐﾆﾂｱｰ研修 14:00 市役所 21 階展望ロビー 

20 水 
27 期生入門講座 展望ﾛﾋﾞｰからのﾐﾆﾂｱｰ研修 10:00 市役所 21 階展望ロビー 

27 期生入門講座 展望ﾛﾋﾞｰからのﾐﾆﾂｱｰ研修 14:00 市役所 21 階展望ロビー 

22 金 
27 期生入会事前手続き 10:00 堺市総合福祉会館第 3 会議室 

27 期生入会式 13:00 堺市総合福祉会館第 3 会議室 

23 土 ＪＡ「ＣＲＯＰ」編集会議 15:00 山之口プラザ 

24 日 「協会ニュース」印刷作業 10:00 観ボラ・オフィス 

25 月 
「協会ニュース」発行作業 10:00 観ボラ・オフィス 

「さかい利晶の杜」運営調整会議 13:30 さかい利晶の杜 

26 火 部長会議 11:30 ダイワロワイネットＨ会議室 

【予告】  

新年祝賀会 平成 30 年 1 月 17 日（水） 

会員交流会（兵庫県伊丹市周辺） 1 月 23 日（火） 

会員交流会（奈良県葛城市周辺） 1 月 31 日（水） 
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＊訂正とお詫び 

協会ニュース 11 月号（246 号）に誤りの表示がありました。 
お詫び申し上げるとともに、訂正させていただきます。 
･24 頁 第 6 回 大阪・奈良歴史街道リレーウォーク 

「竹内街道と白鳳文化の歴史を探る」に参加しての記事の下から 4 行目 
誤 高雄寺、西光寺へと歩いて行きましたが、西光寺には与謝野晶子と鉄幹の・・・ 
正 高雄寺、石光寺へと歩いて行きましたが、石光寺には与謝野晶子と鉄幹の・・・ 

 

《インフォメーション》 

＊語学同好会のご案内  

 「百舌鳥・古市古墳群」が世界文化遺産登録の国内推薦されました。2 年後と予想される世界文化

遺産登録に向けて学びましょう！ 

・英会話サークル   12 月 6 日(水) 14 時から、堺市立国際交流プラザ 6 階会議室で開催 

・韓国語同好会    12 月 7 日(木) 9 時 50 分から、堺市立国際交流プラザ 6 階会議室で開催 

・中国語同好会    12 月 21 日(木) 9 時 45 分から、堺市立国際交流プラザ 6 階会議室で開催 

※上記サークル等に参加希望の観ボラ協会員は、直接、会場で申込みください。 

 
《ガイド便利ＭＥＭＯ》 

＊今年も３ＤプロジェクションマッピングがＭｉｎａさかい（市役所前）に登場します 

一昨年度、昨年度に引き続き、堺市出身のアーティスト村松亮太郎氏が代表を務めるＮＡＫＥＤ 

Inc. 制作による３Ｄプロジェクションマッピングが、今年度は、市民交流広場Ｍｉｎａさかい（市

役所前）に登場します。 

 今年度は、氷の世界から雪が解けて桜が開花し、満開になった花びらが舞う映像をＭｉｎａさかい

のステージ天井とその床面に投影し、冬の夜空に咲く桜を演出します。 

 さらに、雪解けから桜が開花するまでの間には、平成 29 年度堺市中学校美術部作品展において部

展大賞（最優秀賞）を受賞した堺市立陵南中学校美術部の生徒（27 名）が、村松氏とのワークショ

ップを通じて描きあげた「堺で大切にしたい文化」をテーマにした絵画作品（22 作品）がマッピン

グ映像となって登場します。子どもたちと村松亮太郎氏が織りなす３Ｄプロジェクションマッピング

で、冬のファンタジーを咲かせます。 

 ・期  間：平成 29 年 12 月 1 日(金)～平成 30 年 1 月 15 日(月) 

       午後 6 時～午後 9 時（※年末年始も開催） 

       ※堺東駅～堺駅間において、「堺桜彩イルミネーション」と連携 

 ・投影場所：市民交流広場Ｍｉｎａさかい（市役所前）ステージ天井および床面 

 ・投影時間：３Ｄプロジェクションマッピング 約 5 分、インターバル映像 約 10 分 

       （３Ｄプロジェクションマッピングは 1 時間当たり 4 回投影します） 

中学生が描いた「堺で大切にしたい文化」 

 桜満開 

※堺市報道提供資料 平成 29 年 11 月 8 日より抜粋 
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＊さかい利晶の杜の常設展示の２ヶ所が展示替えされました 

・与謝野晶子記念館の常設展示の歌掛軸 2 点 

与謝野晶子・寛の歌掛軸 2 点の実物展示がされて 
います。歌は今の季節にふさわしい 2 首です。 

露の夜の あはれなりける  
月に似て青くくもれる いたどりの花  晶子 

わが摘めば はかなき草も 手の上に 
金のなみだす 共に泣くらん      寛 

※2 階の与謝野晶子記念館を入ったところの右側に 
 あるガラスケースに展示されています。 

・千利休茶の湯館の常設展示「堺環濠都市遺跡」の出土品コーナーの一部 

 中国をはじめ国内外で製作された多種多様な陶磁器が紹介されています。 

 

＊映画文豪ストレイドッグス×与謝野晶子記念館（さかい利晶の杜）コラボキャンペーン第３弾 

          スタンプ＆フォトラリーin 堺 開催決定！ 

昨年夏に第 1 弾、秋に第 2 弾を開催し、7,000 人を動員した「文豪

ストレイドッグス×与謝野晶子記念館（さかい利晶の杜）コラボキャ

ンペーン」。このたび、平成 30 年初春の映画「文豪ストレイドッグス

ＤＥＡＤ ＡＰＰＬＥ（デッドアップル）」の公開にあわせたコラボキ

ャンペーン第 3 弾の開催が決定しました！ 

 今回は、歌人「与謝野晶子」だけではなく堺ゆかりの小説家「織田

作之助」もメインテーマに加えて展開します。今も残る 2 人のゆかり

の地を巡るとともに、与謝野晶子記念館の展示や織田作之助をテーマ

とした企画展を観賞することで 2 人の人物像や生涯、作品、功績に触

れることが出来ます。 

キャンペーンの詳細については、12 月下旬頃に公開予定。 

 期間：平成 30 年 2 月 24 日(土)～4 月 15 日(日) 

 場所：与謝野晶子記念館など 

 概要：① 4 キャラクターの限定描き下ろしイラストが登場！ 

        ② スタンプ＆フォトラリーでオリジナルグッズを GET！ 

     ③ 描き下ろしイラストを使った様々なオリジナルグッズを販売！ 

     ④ 企画展「堺のオダサク～「夫婦善哉」が生まれたまち・堺～」を開催！ 

※堺市報道提供資料 平成 29 年 10 月 31 日より抜粋 
 
＊ＩＣＴを活用したインバウンド向け観光推進への取り組みが開始されています 

① リアルタイム翻訳サービス「コムスメガネ（仮称）」が堺市博物館で実証実験中です。 

  設置期間：平成 29 年 11 月 11 日(土)～29 年 12 月 24 日(日) 

  設置場所：堺市博物館 

  内  容：外国人観光客が博物館に訪れた際に、実際に見学しながら、

着用したＡＲスマートグラス上でボランティアガイドの

説明を翻訳した言語字幕で表示。訪日外国人向けのリアル

タイムでの観光案内が可能です！ 

  ※字幕表示対応言語は、日本語、英語、中国語（簡）、韓国語です。 

                                                                    イラストはイメージです 



ＮＰＯ法人 堺観光ボランティア協会ニュース 12月号  平成29年12月1日発行  （247号） 

 

32 

② 「ＱＲ Ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ」がトライアル導入されています 

堺市内において初めて、仁徳天皇陵古墳等５カ所で「ＱＲ Ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ」が活用され

ています。「ＱＲ Ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ」とは、観光案内や飲食店メニュー等の情報を簡易に

多言語化できるソリューションであり、約 60 の自治体等で利用されているサービスです。訪日

外国人等が自身の携帯端末で施設等に設置したＱＲＴコードを読み取ると、携帯端末の言語設定

を認識して翻訳文を表示させます。 

期  間：平成 29 年 11 月 11 日(土)～12 月 27 日(水)  堺市博物館は 12 月 24 日(日)まで 

場  所：仁徳天皇陵古墳、履中天皇陵古墳、堺伝統産業会館、堺市博物館、 

      堺市役所 21 階展望ロビー（全 5 カ所） 

※堺市報道提供資料 平成 29 年 11 月 8 日より抜粋 

 

《トピックス》 

＊第 7 回 “戦国武将”「三好長慶武者行列まつり」に参加しました     ［北野 しどり］ 

11 月 5 日(日) 6 時半、三国ヶ丘駅に堺観光ボランティア三好元長部隊が集合して三好市三野町に出

発しました。平成 23 年春の文化財特別公開「三好一族と堺幕府」以来の交流で、今年も堺まつりに

は悪天候にもかかわらず、三好市 19 名、徳島市 10 名の大勢で参加していただいたこともあり、秋

季堺文化財特別公開中ではありましたが、答礼の気持ちを込めて最少人数の 5 名の参加になりました。 
出発は朝が早かったので、予定通り 4 時間後には会場に到着しました。プログラムによると出陣式

は 12 時半から、武者行列は 13 時ということなので、まずは武者姿に着替えゆっくりと会場を見て

回り、徳島長慶の会、大東市長慶会、ちくちく会の人たちと情報交換などして親交深め、早めのお昼

も済ませました。会場には青空市も開かれており、女武者 3 人には楽しいひと時でした。 
グランドには当協会の人達で作った懐かしい芝

生城の城門が今回も堂々と置かれていて、そこをく

ぐって各グループが入場となり出陣式がはじまり

ます。武者入場では三好長慶はじめ地元 17 団体、

ＮＰＯ法人堺観光ボランティア協会はじめ応援 7団

体が紹介され、壇上でそれぞれ勝鬨を上げて気分を

盛り上げていきました。姫隊、忍者隊、子供隊もあ

って人気を集めていました。 
伝令が吉野川の向こうから敵が攻めてくると伝

えるや否や、黒川三好市長扮する三好長慶の出陣命

令が下り武者行列が始まりました。集まった観衆は

前夜祭を含め 2,700 名、武者行列参加者は 240 名、

沿道の観衆 500 名（いづれも主催談・笑）。グランド、芝生城跡、三野町商店街、武大神社、河内谷

川へと進み、約 4 ㌔のコースを、堺をアピールしながら歩きグランドに帰ってきました。 
武者行列も無事終わりまだ行事は続いていますが、帰路に就くことにしました。帰りは渋滞に巻き

込まれたりもしましたが、無事、堺に着き荷物（衣装等）も倉庫に戻し家路につきました。朝早くか

ら夜 9 時までの長い遠征でしたが、和気あいあいと秋晴れの好天気な日に他都市との交流に参加させ

ていただき、ありがとうございました。 
 

《あ・ら・かると》 

＊堺市西区歴史探訪その８－幻の遺跡 四ツ池（上）            [谷川 正知] 

今、堺市は仁徳天皇陵古墳を中心とする百舌鳥古墳群が、世界文化遺産登録の国内推薦されたこと

で脚光を浴びています。西区には、その古墳時代に遡る弥生時代の人々の生活や社会の様子がわかる

貴重な遺跡があります。それが今回紹介する四ツ池遺跡です。四ツ池遺跡について、（上）（下）2 回 
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 で紹介致します。 
  四ツ池遺跡（中心は堺市立浜寺中学校隣の今池があるとこ

ろ）は、洪積段丘（福泉中学、大鳥大社、浜寺中学へと北西

に伸びている）の先端部分、三光台地の 7～11ｍの高台に、周

りを川や低湿地に囲まれ、とても見晴らしの良い場所でした。

遺跡は東西 800ｍ、南北 1km の広さがあります。 
その中からたくさんの遺構、遺物が発掘されています。出

土品としては木製品（鋤、鍬、弓、容器）、土器（かね、壺、

高杯、水差し、たこつぼ）、石器（石包丁、矢じり石斧）、他

に鹿や猪の骨、魚の骨や貝殻、うりや桃の種、どんぐり等が

大量に出土されています。これらのことから、多くの労力を

必要とする米造りを中心に、農閑期には漁や狩りをし、木の

実を集めたり、また少しは野菜を作っていたようです。 
さらに特徴的なことは、たこつぼ（特に飯蛸壺）が 3 千個    

以上出土し、ここの人達が飯蛸を盛んに食べていたことが分    

ります（特に冬場のメスの卵が一杯つまった飯蛸はとても美   史跡指定地と四ツ池遺跡跡の範囲 
味だそうです）。                          
 遺構としては、直径 5ｍほどの（中心に炉がある）竪穴式 
住居跡が重なって発見されています。また、それより大きな 
住居跡、高床式倉庫跡や棺を持たない土壙墓（ﾄﾞｺｳﾊｶ）、木棺 
墓、大小の方形周溝墓（周りに溝のある方形の墓、一辺が 10   
m 前後のものと 20m を越える大規模のものまである）や大溝、

小溝などが発掘されています。                        
  尚、西区役所の入口にはシンボルマークとして 2 つの大きな

石包丁が立っています。                   ま蛸壺と飯蛸壺（小：約 9 ㌢ 
                     

《ガイド便利ＭＥＭＯ》ＰＡＲＴ２ 

＊施設、店舗の１２月の休館日（休業日）について 

・山口家住宅・清学院 5 日(火)、12 日(火)、19 日(火)、26 日(火)、29 日(金)～31 日(日)は休業 

・堺アルフォンス・ミュシャ館 

            4 日(月)、11 日(月)、18 日(月)、25 日(月)、29 日(金)～31 日(日)は休館 

・日本庭園        4 日(月)、11 日(月)、18 日(月)、25 日(月)、29 日(金)～31 日(日)は休園 

・堺市博物館・伸庵  4 日(月)、11 日(月)、18 日(月)、25 日(月)～31 日(日)は休館 

  (※ＶＲツアー・古墳シアターは、11 日(月)、18 日(月)、25 日(月)は見ることが出来ます。) 

・自転車博物館     4 日(月)、11 日(月)、18 日(月)、25 日(月)～31 日(日)は休館 

・堺伝統産業会館   29 日(金)～31 日(日)は休業 

・「さかい利晶の杜」千利休茶の湯館・与謝野晶子記念館・茶の湯体験施設  

                      19 日(火)、29 日(金)～31 日(日)は休業 

・「さかい利晶の杜」観光案内展示室 29 日(金)～31 日(日)は休業 

・大寺餅本店       12 日(火)、19 日(火)は休業  ※31 日(日)まで営業 
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【編集後記】
　平成29年「秋季堺文化財特別公開」が、初公開の百舌鳥八幡宮などいくつかの寺社等
で開催されました。そして好天にも恵まれ、大勢のお客様に堺の誇る文化財の数々に親
しんでいただきました。近隣の方以外、九州や関東からも「文化財公開の評判を聞いて
駆け付けた」という嬉しい話を聞かせていただきますと、「新たなお宝を発掘して、来
年も再来年も是非こうした場を！」と思います。
　堺ではこの大イベントが終わりますと、年末が慌ただしくやってきます。今年一年の
煤（ｽｽ）を払いつつ、来たる戌（ｲﾇ）年に思いを馳せる師走にしたいものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　田辺謙二　記
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