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笑顔で「こんにちは」！！

此度、第４代目理事長を拝命致しました 20 期

入会（はたちの会）の山田豊秋です。

大きな組織のトップという役目は初めてで、至

らないことも多々あるかと思いますが、何卒よろ

しくお願い申し上げます。

2020年６月５日第13回通常総会終了後の理事

会に於いて、当協会の理事長に任命されました。

今年は、異例の少人数で総会開催という、時の洗

礼を受けた幕開けとなりましたが、現在何とか業

務に就いております。新型コロナウイルス感染防

止の状況下、またスーパーマンの川上氏の後任で

すので、少々緊張しておりますが、「明るく、楽

しい」をモットーに協会の理念・行動指針に則っ

て協会運営をしていきたく存じます。自由闊達な

ご意見をお待ちしております。協会員の皆様、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

当協会の基本理念「観光を通じ、魅力ある“堺

ブランド”を創造・発信し、魅力的で誇りを持て

る『まちづくり』に貢献する。」のもと、行動指

針の⑤項に「私たちは社会規範・規則を遵守し、

楽しみながら、積極的に協会活動に参加し、敬愛

される一般市民でありつづけます。」と謳われて

います。近江商人の行動哲学に「三方よし」（売

り手よし、買い手よし、世間よし）という思想が

あります。売り手の都合だけで商いをするのでは

なく買い手が心の底から満足し、さらに商いを通

じて地域社会の発展や福利に貢献するというも

のです。この哲学は私たちの活動に通ずるところ

があります。活動に「観ボラよし、お客様よし、

堺の町よし」の「三方よし」の心構えで楽しみな

がら活動したいと思います。

協会は今年創立 25 周年を迎えました。阪神・

淡路大震災の年、ボランティア元年といわれる年

に先輩方が立ち上げ、現在に受け継がれてきた協

会です。これからも継承していきつつ、新しい流

れにも対応できる協会づくりをしていかなけれ

ばなりません。さりとて、協会活動についても「基

本のおさらい」というべきことも徹底していきた

いと思います。もう一度、ボランティアの初心に

立ち返ることも必要と考えています。

また、新型コロナウイルス感染防止対策で「こ

れからはウイルスと共存」と言われ始めました。

私たちのガイド方法も対応を考えねばなりませ

ん。状況も変わっていきますが、たとえ第二

波・・・が来た場合にも知恵を出し合っていきま

しょう。それに加え猛暑到来ですが、くれぐれも

熱中症対策は怠らないよう気配りをお願いしま

す。健康で明るく楽しく活動していきましょう。

最後になりますが、関係各団体の皆様、地元の

ご協力いただいております皆様方、今後ともご指

導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げま

す。         理事長・山田 豊秋

ご挨拶
この度、新理事長に就任いたしま
した「山田豊秋」です。
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☆ ７月号 インデックス（目次）

巻頭言「新理事長のあいさつ」 Ｐ1 インフォメーション・ガイド便利ＭＥＭＯ 7

事務局ニュース 2 活動が再開しました！！新しいフェーズでのスタートです 8

インデックス(目次) 2 あ・ら・かると１ ガイドの豆知識 15 「小さな茶室」 9

総務部ニュース・新役員体制 4 あ・ら・かると２ おーい！みんな元気かい？リモート会議 10

ツアーガイド部ニュース 5 「撮るさかい、見てある記」堺の町名の由来（１） 11

企画部ニュース 5 ７月度月間予定表 12

広報部ニュース 6 編集後記 12

事務局 ニュース

  ◆ 第 13 回 NPO 法人堺観光ボランティア協会 通常総会議事録（一部抜粋）

１ 開催日時：2020 年６月５日 午後２時 00 分から午後２時 35 分まで

２ 開催場所：堺市総合福祉会館５階 大研修室

３ 開催方法：新型コロナウイルスの影響から三密を考慮し、堺市の NPO 法人担当部

署の指導により、書面決議を中心に少人数の開催とした。

４ 総会の出席者

理事７名(川上浩、木村義穂、山田豊秋、福井洋子、藤井英樹、長江幸代、江

川栄一)と運営委員１名(加口政一)と監事１名(西川史郎)の合計９名が出席

した。

５ 出席者数の確認

司会者の藤井英樹は、本会議の出席者は９名、議決権行使書の提出者は 212

名で、合計 221 名となり、正会員の現在数 250 名の過半数であることを確認

して、午後２時 00 分に、第 13 回 NPO 法人堺観光ボランティア協会通常総会

の開会を宣言し、議案の審議に入った。

６ 議長および議事録署名人の選任

議長は、全員で互選したところ木村義穂が選ばれ、また、議事録署名人には、

江川栄一、長江幸代が選ばれた。選ばれた各人はこれを承諾し、議長は議事

を進めた。

７ 議事

第 1 号議案 2019 年度事業報告、並びに収支決算承認の件

事前に書面で受け付けた質問が 10 名で 25 件あった。その内訳は、総会に

関する内容が２件、新型コロナウイルスに関する内容が６件、年会費に関

する内容が４件、その他協会の組織運営等に関する内容が 13 件あった。

≪ 事務局ニュース 次ページへ ≫
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第 1 号議案の承認について、議決権行使書の賛成者 206 名と出席賛成者８

名の合計 214 名の賛成により承認し可決された。

第２号議案 2020 年度事業計画案、並びに活動予算案審議の件

第２号議案の承認について、議決権行使書の賛成者 202 名と出席賛成者８

名の合計 210 名の賛成により、これを承認し可決された。

第３号議案 役員選出の件

現役員全員（理事 12 名、運営委員 18 名、監事３名）が任期満了となるの

で、新役員の選出が提案された。議長は､その選出について、議決権行使

書の賛成者 203 名と出席賛成者８名の合計 211 名の賛成により、これを承

認し可決された。

議長は、以上をもって第 13 回 NPO 法人堺観光ボランティア協会通常総会の全ての議

事を終了した旨を述べ、午後２時 35 分に閉会を宣言した。

◆ 2020年度新役員体制

≪ 事務局ニュース 次ページへ ≫

【部長職】

定点ガイド部長  上野 数男

ツアーガイド部長 浅川 往子

事業部長    加藤 基之

研修部長    松浦 和男、

広報部長    川上 由

企画部長    志野 正豊

総務部長     加口 政一

事務局長    藤井 英樹

事務局次長     江川 栄一

事務局担当理事 福井 洋子

【三 役】

理事長   山田 豊秋

副理事長  藤井 英樹

江川 栄一

長江 幸代

【相談役】

相談役 吉良 隆司

相談役 髙三 壽次郎

相談役 川上 浩

【顧 問】

顧 問  吉田 功

顧 問  佐藤 郁子

【運営委員】

運営委員 浅倉 勢津子

運営委員 大西 静子

運営委員 岡崎 形成

運営委員 梶原 俊昭

運営委員 佐伯 勇次

運営委員 柴田 友宏

運営委員 田辺 謙二

運営委員 樽野 美千代

運営委員 辻中 美恵子

運営委員 土山 裕美

運営委員 西岡 英彰

運営委員 古川 邦敏

運営委員   武藤 篤子

運営委員 森継 正彦

運営委員 柳田 裕弘     

運営委員 山下 昇一

運営委員 米里 文良

運営委員 和田 千香

【監 事】

監 事   戒田 啓二

監 事   木村 義穂

監 事   松永 澪二
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総務部 ニュース
★ 会員の状況

<６月１日 現在>

正会員数 244 名・休会会員数 ６名・賛助会員数 ６名・総会員数 256 名

（前月に対し増減ありません。）

<訃報>

明石静夫さん（当協会２期生）が６月６日に逝去されました。ご冥福をお祈りす

ると共に謹んでご報告いたします。

★ 第 13 回通常総会が ６月５日開催されました

今回は書面評決を採用し、参加人数も必要最低限に絞り込んで開催し、すべての

議案が原案通り承認可決されました。ご協力ありがとうございました。

★ 持続化給付金 200 万円を受給しました

主旨『事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える

給付金を給付します。』を理解し有意義に使用しましょう。

★ 貸借対照表公告

定款第 49 条に規定する法 28 条の２第１項に係る貸借対照表の公告をしました。

https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/114002691

★ 総会議案に関する質問

総務関連では会費、新年会の在り方について質問がありました。多くの意見を集

め合意できる方向へと結論を導きたいと思います。

クレーム報告

６月 13 日（土）千利休屋敷跡配置の当協会員が開館前見学の為、さかい利晶の杜

の企画展に入室。その際に携帯用蚊取り線香を装着し入室し、スタッフに厳重に注

意を受けました。

同施設は火気厳禁であることに加え、匂いが施設に充満しました。協会としても

問題を重く受けとめ、当事者の会員に対し事情聴取を行い厳しく注意を促しました。

その後、同施設に赴き謝罪を行いました。

今後の対応について検討し、以下の内容としました。

【協会の今後の対応】

・さかい利晶の杜等の博物館や文化財施設が火気厳禁であることの周知。

・携帯用蚊取り線香等の火気は絶対に使用しないことの周知。

・上記の件を協会員に対して、組織を通じ、ルール・マナーの徹底を図る。
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ツアーガイド部 ニュース

☆ ６月のツアーガイド

協会の定点活動再開に伴い、６月のツアーガイドも再開しています。

JR 百舌鳥古墳めぐりや自転車ツアー、少人数の案内をしていきます。

また、秋以降の問い合わせなどが多く、相談を受けています。

☆ ７月の堺自転車ツアー

７月 12 日（日）に自転車ツアーを行います。

今回は、堺の川風・潮風を受けて走ります。

９時に堺駅観光案内所に集合して、大和川・浅香山公園・J グリーン・旧堺燈台

などをめぐります。

★ ツアーガイド部主催勉強会

新型コロナウイルス感染症などにより、各勉強会（市役所展望ロビー小学校社会

見学・日本庭園・まち歩き）など、延期しています。

★ 2020 年５月度ガイド実施状況

５月度は、活動休止中の為、ツアーガイドはありませんでした。

企画部 ニュース

☆ 学校連携関連

新型コロナウイルス感染症の状況にもよりますが、羽衣国際大学のインターンシ

ップ実習生を８月６日（木）～９月 16 日（水）の間に 11 日間受入の予定です。皆様

の協力をお願い致します。

☆ 南海歴史探訪ガイドウォーク

６月 16 日（火）大阪狭山市で三密を避けて代表者のみの例会がありました。現状

では十分な新型コロナウイルス感染症対策を行って第３回と第４回は実行すること

を確認しました。７月の実行委員会は７月 28 日（火）に開催します。

☆ 大阪・奈良歴史街道リレーウォーク

７月 16 日（木）今回は住吉が担当で実行委員会を開催いたします。
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広報部 ニュース

★ 観ボラニュース発送

今月度も三密を避けるために、下準備を徹底させて、少人数での発送作業を実施

しました。回数を重ねる度に段取りよくなってきました。

★ 定点活動が再開

３月１日より休止していた活動が６月８日より再開してきました。三密を避けて

の案内を各定点で工夫をしながらの再開です。今月号で速報として定点活動の写真

を掲載しております。

★ JA「CROP」関係６月度活動

６月 14 日(日)  中区新家町取材

６月 21 日(日)  編集会議（山之口プラザ）

☆ JA「CROP」関係７月度活動予定

７月 ４日(土） 五街道特集取材 方違神社集合 9:00～

７月 18 日(土)  五街道特集取材 御陵前電停集合 9:00～

７月 23 日(木)  編集会議（山之口プラザ）14:00～
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《ガイド便利ＭＥＭＯ》

☆ 施設の７月の休館日(休園日)について

  新型コロナウイルス感染症感染防止対策として、下記施設は臨時休館などとなっているとこ

ろがあります。感染状況の緩和に伴う再開につきましては、別途お調べをお願いします。

・山口家住宅・清学院    （休館：毎週火曜日） 7 日・14 日・21 日・28 日休館

・堺アルフォンス ミュシャ館  （休館：毎週月曜日）
6 日・13 日・20 日・27 日休館
但し、７日(火)～10 日(金)は臨時休館日です

・日本庭園         （休館：毎週月曜日） 6 日・13 日・20 日・27 日休館

・市役所 21 階展望ロビー   無休
但し、８月中旬まで閉館
それ以降は一部開放予定

・堺市博物館・伸庵       （休館：毎週月曜日）
6 日・13 日・20 日・27 日休館
但し、直接触れる展示は不可

＊ 伸庵（茶室）も７月１日から再開されます。 ＊

＊ 百舌鳥古墳群シアター、VR 体験は再開しました。13 日 20 日 27 日は休館日も開催します ＊

・みはら歴史博物館     （休館：毎週月曜日） 6 日・13 日・20 日・27 日休館

・自転車博物館       （休館：毎週月曜日） 6 日・13 日・20 日・27 日休館

・フェニーチェ堺      （休館：第 1･3 月曜日） 6 日・20 日休館

・堺伝統産業会館       無休

・さかい利晶の杜       （休館：第３火曜日)

21 日休館 茶の湯体験施設（茶室お点前体

験）・さかい待庵特別観覧ツアー（「さかい待庵」

の短時間のご見学のみは可）は当面休止してい

ます。立礼呈茶は７月１日から再開されます。

《インフォメーション》

☆ 語学同好会のご案内

世界文化遺産“百舌鳥・古市古墳群”に大勢の外国の方が来堺されています。

堺のまちを各国の言葉で紹介しましょう!

会の名称 開催日 開催時間 開 催 場 所

・英会話サークル ７月 14日 (火) 14：00 堺市立国際交流プラザ６階会議室

・韓国語同好会 ７月 ２日 (木) 13：30 堺市立国際交流プラザ６階会議室

・中国語同好会 新型コロナウイルス感染症対策により、７月は中止です

※ 上記サークルに参加希望の当協会員は、直接会場で申し込みください。

※ ベテランの方も新入会の皆さんも、奮ってご参加ください！

※ 英会話は基礎から学べるカリキュラムに変更しました。初心者の方も気楽にご参加く

ださい。
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≪ 活動が再開しました！！≫

＊新しいフェーズでのスタートです           【 川上由 佐伯勇次 和田千香 】

６月８日、なんと 100 日ぶりに活動が再開しました。

ルールにのっとり、新しいフェーズでのスタートになります。

     拝所前ではマイクを使い説明       拝所内ではしっかりと距離を確保して

    山口家住宅、清学院では指定された場所(×印で表示)に立ち案内をして下さい

屋内の伝統産業会館では、距離をとって案内を     入り口では体温チェックを

千利休屋敷跡でも、マイクを使用して下さい ツアーガイドも少人数に分散でスタート
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≪ あ・ら・かると 1 ≫  

ガイドの豆知識 15        なぜ「小さな茶室」は作られたか                 【 山田 武彦 】

茶道を理解するにあたって何から入るか、色々入り口

があろうが先ず茶室から説明しましょう。「市中の山居」

この言葉は過去の誰が言ったかははっきりしないのであ

りますが、町なかにあって田舎風の建物とは何だろうか。

簡単に言うと一軒の家があって、その家が「離れ」を持

っているとしよう。母屋は近代的な建物であるのに対し

て、茶室である「離れ」は一見前近代的に見える建物で

す。しかしながら自然環境の中で育った木を使っている

ので、伝統的な木造技術は、知恵の宝庫として普遍的な価値が

あります。例えば､数寄屋(ｽｷﾔ)大工（茶室や数寄屋建築を専門

とする大工）の技術では、｢丸太を扱う技術が発達した」等、このようなことを知った上で「市中の

山居」と言われる茶室を見られてはどうでしょうか｡これ以外にも､茶室ならではの技術は壁塗り、

屋根葺き、畳､石等を扱う職方の技術や手法に見られます。

その上に､｢狭い｣例を挙げると、待庵は二畳敷という最小の茶室です｡茶室を小間の系譜にばかり

注目して、一方には広間の系譜があることを忘れてはならないが、広間が一貫してハレの場たるこ

とを主張するのに対して、小間はますます縮小化の道をたどった。

二畳といえば、亭主が茶をたてるための一畳を除いて客に許された空間は一畳しかないのです｡

ここへ座りますと客も亭主もふるまいを制限され、行動の上でも日常世界を特異体験の場へと誘わ

れる、なぜこのような狭い茶室が好まれたのか｡即ち｢粗末な藁ぶきの小屋｣への回帰である｡

「昔、珠光（村田珠光）申され候は、“わらやに名馬をつなぎたるが好し”と、旧語にある時は、

名物の道具をそそうなる座敷に置きたるは当世の風体、なおもって面白きか。」（山上宗二記）

どう言うことかというと、粗末なわらやに名物道具を置きなさい、さすればその名物道具は目立つ

でしょう、と言っているのです。「強い対照性をなす取り合わせを、珠光は推賞した」のです。

「二畳敷の座敷、関白様（豊臣秀吉）にあり、是は貴人か名人か、さては一物ももたざる侘び数

寄か、この外、平人には無用なり。また宗易(千利休)、京に一畳半の始めて作られ候。当時、珍し

き事なり。是も宗易一人の外はいかが。“山を谷、西を東”と茶の湯の法度を破り、物を自由にす。

ただし、宗易一人の事は目聞きなるによりて、何事も面白

し。平人、宗易をそのまま似せたらば邪道と云々。茶湯に

てはあるまじき者。」これも宗易（利休）が茶の湯の名人だ

から許されたことで、一般の我々がやると猿真似になりま

すよ、と言っているのであって、“茶の湯の極意は自分の創

意工夫にあるのだ“と言っている。

以上茶室を例に茶道の考え方を述べてきたが、まだまだ     

奥が深い。しばらくお付合いください。

参考文献

熊倉功夫 『山上宗二記』岩波文庫      熊倉功夫 『茶の湯文化史』日本放送出版協会

谷端昭夫 『茶話指月集を読む』淡交社    桑田忠親編 『茶道名言辞典』東京堂出版

  池田俊彦  『茶道雑誌 2018 年１月』河原書店

妙喜庵・国宝「待庵」

待庵（京都府観光連盟）
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≪ あ・ら・かると２≫

「おーい！みんな元気かい？」 リモート会議やってみました       【 川上 由 】         

自粛、自粛の続く中、24 期と 28 期のメンバーがリモート会議に挑戦しました。

３月からボランティア活動も休止、外出も自粛ムードの中、なんとかみんなの顔を見ながら話し

たい、そんな思いで始めたリモート会議、どちらの期も３名から始めて、何度もチャレンジを繰り

返しました。最初は機種が合わなかったり、回線の混乱で画面が止まったり、声は聞こえるのに画

面が全く映らない人がいたりして会議が始まるまで試行錯誤を繰り返しました。24 期では、息子さ

ん宅から参加したメンバーがいたり、突然外部の方が参加してきたりなどというハプニングもあり

ましたが、最終的には24期も28期も同期のメンバーと楽しく会話が進められるようになりました。

６月には、テーマを決めてそれに沿った発表や質疑応答まで、さながら福祉会館での実際の会議

のムードに近づいてきました。

やっぱりみんなの顔を見ることが出来て嬉しかった、臨場感があり良かった、との評判でした。

24 期 リモート会議

28 期 リモート会議
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「撮るさかい、見てある記」（JA 月間情報誌「CROP」）こぼれ話（その３）

「堺の町名の由来（１）」                         【 樽野 美千代 】

CROP の取材で各町に出かける前に２つの地名辞

典で下調べをします。角川書店が 1983（昭和 58）年

に発行した『角川日本地名大辞典 27 大阪府』と

1986 年（昭和 61）平凡社発行の『日本歴史地名大系

28 大阪府の地名Ⅱ』です。その町の歴史、町名の

由来、寺社仏閣、遺跡等がわかるので、取材には欠

かせません。

まず堺区の海山（かいさん）町。角川版によると

「もとは堺市三宝（さんぼう）村大字山本・三宝村

大字塩浜の一部。昭和９年の室戸台風による被害は、

三宝地区（旧三宝村）で行方不明 12・死者 339 を数

えた。２周年にあたる昭和 11 年、７丁に風水害殉難者慰霊

塔が完成し、除幕式をかねて慰霊祭が行われた。」    

つぎに三宝村は「南島新田・山本新田・平田新田・弥三次郎新田・塩浜新田・若松新田・松屋新

田の７ヶ村が合併して成立。」とあり「村名は、成立時人口を有していたのが、南島新田・山本新田・

松屋新田の３か村のみで、ともに宝暦年間（1751〜1763）に開発されたことから名づけられた。」以

前から三宝という地名の由来を知りたいと思っていましたが、こういうことだったのです。

平凡社版では、「堺町の北西端に位置する。もと宝永元年（1704）開削された大和川河口南部の寄

洲であったが、延享元年（1744）９月、堺舳松口之（へのまつくちの）町の山本茂兵衛が開発に着

手、宝暦２年（1752）７月までに 12 町６反余を開発、検地を受けた。その後、開発権は市之町浜の

海部屋甚兵衛に譲られ、同氏によって２町３反余が開発された」とあり、開発者の苗字から１字ず

つとって海山という地名ができたのだと考えました。江戸時代に開かれた新田には開発者の名前が

つけられることがあります。

室戸台風は、昭和９年（1934）９月 21

日朝８時ごろ襲来、瞬間風速 80ｍ超の勢力

で高潮や建物の倒壊の被害が大きかったそ

うです。三宝小学校の児童 55 名と教師１名

が高潮にのまれ、地区全体の死者 339 名。

海山町の慰霊塔の他、九間町の十輪院には、

錦小・湊小・錦西小など７つの小学校で計

118 人（児童 116＋教師２）の亡くなった人

と同じ数のお地蔵様がまつられています。

堺市全体でも家屋の全壊・半壊などの被害、

稲作への被害、27 日まで電力途絶、復興必

需品『（瓦・ガラスのなど）の暴騰』が起こ

りました。

                                    

（『堺市史続編第 1 巻』による）

堺区（「CROP」2019 年７月号掲載より）

海山町にある室戸台風の慰霊碑

十輪院のお地蔵様

土台の裏には子供たちの名前が




