り」
「堺市民オリンピック」
「堺市農業祭」）
、堺大魚
夜市などの大規模イベントの中止、さかい利晶の杜
や堺市博物館等の文化観光施設の休館、定点ガイド
の中止等、観光ボランティア協会の皆様をはじめ、
観光分野に携わる多くの皆様方のご協力をいただ
き、感染の拡大防止に取り組むことができました。
現在は、施設や定点ガイドなどは再開しておりま
すが、新型コロナウイルスの感染拡大については、
まだまだ予断を許さない状況で、３密（密閉・密集・
密接）対策や消毒の徹底などを行い、感染拡大防止
今年４月から観光部長に就任いたしました高屋

と観光誘客・地域経済の回復とのバランスを図りな

敷秀樹でございます。平素は、山田理事長をはじめ、

がら、観光施策に取り組んでいるところです。

堺観光ボランティア協会の役員、会員の皆様には、

さて、そのような中、市民に元気と希望を持って

堺市政及び堺の観光振興に多大なるご尽力を賜り

いただき、また、観光関連事業を盛り上げていくた

誠にありがとうございます。

め、堺まつりの代替イベントや夜間の賑わいを創出

私は、３月までは市民人権総務課長として、市民

するナイトマーケット、市民の皆様に改めて堺の歴

人権局の総合調整や区役所行政の推進に係る企

史文化に触れていただく市内周遊ツアー等、新たな

画・調整などに取り組んでまいりました。現在、観

取り組みも行ってまいりたいと考えています。

光部長に就任し約４カ月が過ぎましたが、さまざま

また、今年度は「百舌鳥・古市古墳群」の世界遺

な現場に出向くと、改めて堺の歴史や大切に受け継

産登録１周年であり、大仙公園エリアで、さまざま

がれてきた伝統文化などの奥深さに気づくことが

な事業を展開していきます。８月からキッチンカー

でき、是非とも多くの方々に、この堺の魅力を発信

を週末に出店頂くとともに、堺市博物館のリニュー

し、知っていただき、訪れていただきたいと感じて

アルや古墳群の普遍的価値や魅力を分かりやすく

いるところです。

伝える百舌鳥古墳群ビジターセンター、飲食物販施

今年度は、世界的に新型コロナウイルスの感染が

設の整備、ガス気球の設置など、多くの方々に楽し

拡大し、日本においては国を挙げて感染拡大防止を

く寛いでいただける空間を創出してまいります。

徹底するため、施設の休館や不要不急の外出自粛、

わがまち堺には、歴史文化や伝統産業、由緒ある

休業要請等を実施し、感染防止に取り組んできたと

神社仏閣が集積する環濠エリア、世界遺産の百舌鳥

ころです。しかし一方で、社会経済活動に大きな影

古墳群の大仙公園エリア、その他にも魅力ある歴史

響が生じ、宿泊業や飲食業、イベント・エンターテ

文化資源が多く存在しています。これら資源を活用

イメント業などの観光産業にも大きく及んでおり

しながら、より一層、堺観光ボランティア協会の皆

ます。

様と連携を深め、多くの国内外の方々に堺に訪れて

このようなことから、本市におきましても国や大

いただき、堺ファンを増やしていきたいと思ってお

阪府と同様に、新型コロナウイルス感染拡大防止に

りますので、今後ともご理解ご協力賜りますようお

全庁を挙げて取り組んでいるところです。とりわけ、 願い申し上げます。
観光分野におきましては、堺三大まつり（「堺まつ
1

堺観光ボランティア協会ニュース ８月号 2020 年（令和２年）７月 25 日発行(279 号)

ＮＰＯ法人

＊前理事長・川上浩相談役が堺市より表彰されます。
当協会の前理事長・川上浩さんが、2020 年 7 月 26 日付で、堺市の功績者として表彰されることが決
定いたしました。（7 月 9 日堺市ホームページより）
「行政、民生、環境保健、産業、教育、文化その他各般において、長年にわたり市政の発展に貢献
し、功績が顕著なもの」〔産業功績 商工関係〕
川上浩さんは、2009 年（平成 21 年）当協会に入会、
１年後理事に就任、その後ツアーガイド部長、副理事長
を経て、2014 年（平成 26 年）に理事長就任、その時か
ら３期・６年間務めてこられました。単に「おめでとう
ございます。お疲れ様！」だけでは言い表せない感謝の
気持ちでいっぱいです。さまざまな出来事と思いが巡る
11 年間だったことと思います。
たいへん恐縮ですが、同じ時期に入会した仲間として、
いくつか質問してご回答をもらいましたので、ここにまとめさせていただきました。
１．発表を受けて（連絡を受けて）の感想は？
たいへん光栄です。観光ボランティア協会に対しての賞だと
思います。会員の皆様のご協力なしではありえない賞です。
ありがとうございます。
２．長期の理事長の役目を終えられての心境
会社員時代には、想像もしてなかった景色を見てこられた数
年に、感謝の気持ちしかありません。当初より決めていた最
大６年間、仲間や家族の理解も得ながら孤独や不安も感じず、
さらに健康を損なわずに次の方に譲れたことに感謝しています。
３．この役員としての 10 年間、やり残したこと・楽しかったこと・嬉しかったことは？
やり残したことはたくさんあります。但し、残念という気持ちは一切ありません。次の世代の方
がやればよい事ですから。選べないほど、楽しい、嬉しい、感謝を感じたことが多かったです。
４．協会員へ伝えたいことがありましたら・・・
まずは楽しむことです。観光ボランティアを好きになること。社会経験で培ったことでバイヤスをかけ
ないこと。自分の正論を振りかざして相手を困らせないこと。そして何より堺の観光の最前線にいると
いう使命感をもつこと。
取材のために会いに行った日も楽しそうにガイド案内をしている最中でした。もしかしたら、今会員
で一番楽しんで案内しているのが川上浩さんかもしれません。「お疲れ様、長い間ありがとうございま
した。でも、これからものんびりする暇はないですよ」
（取材：長江）
☆ ８月号 インデックス（目次）
巻頭言 堺市観光部･高屋敷秀樹部長
川上相談役が堺市より表彰されます
インデックス(目次)
事務局ニュース
事業部ニュース
研修部ニュース
総務部ニュース
明石静夫さん追悼
ツアーガイド部ニュース
定点ガイド部ニュース
企画部ニュース

Ｐ1
2
2
3
4
4
5
6
7
8
10

広報部ニュース
インフォメーション・ガイド便利ＭＥＭＯ
ト ピッ クス １ 祝・百舌鳥古市古墳群世界遺産 1 周年！！
あ ・ ら ・ か る と1 夏越の大祓と茅の輪くぐり
ト ピッ クス ２ ミュシャ生誕 160 年に思う
あ ・ ら ・ か る と2 ハンカチ寺の家原寺
ＣＲＯＰ 五感で取材
ト ピッ クス ３ 堺観光ボランティア協会の匠の技
８月度月間予定表
６月度ツアーガイド実施報告・編集後記
４・５・６月度活動実績と内容
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19

堺観光ボランティア協会ニュース ８月号 2020 年（令和２年）７月 25 日発行(279 号)

ＮＰＯ法人

事務局 ニュース
◆

運営委員会での理事長報告
１．自転車タクシー
堺区企画総務課起案の自転車タクシーは、当協会メンバーの運転案は破棄さ
れ、自転車タクシー同乗または伴走しながら堺市内を案内する案が検討されてい
る。
２．大仙エリア
ビジターセンター(いろは跡に設置予定)

8 月～2021 年 3 月工事予定。

気球は府立女子大跡地に設置予定。新型コロナウイルスの影響で遅れている。
◆

その他報告
１．さかい利晶の杜
有料ゾーンの案内について、7 月 13 日(月)から案内を開始しています。
２．運営委員会
運営委員会の本年度の会場開催は隔月とし、その他は PC メールでの開催としま
す。

◆

新役員の皆様

事務局の藤井英樹です。2020 年度の協会活動は新型コロナウイルスの影響を受け、い
つもと違うスタートとなりました。通常総会が少人数（９名）開催。初めて総会の意思
決定に議決権行使書を採用、直後の理事会もＰＣメールでの開催など波乱のスタートで
した。何とか実質的な活動が７月度の運営委員会でやっとスタートした感じです。
写真の皆様は本年度の理事、運営委員の皆様です。役員も新しくスタートされた方が
多数です。新しく理事に就任された方は 12 名中４名。新しく運営委員に就任された方は
18 名中 10 名とメンバーが一新されました。初々しいメンバーです。
さてこれからの２年間は先人の皆様の「情熱の軌跡」を受け継ぎ「温故知新」の精神
で前進していきたいと思います。
心がけることは、他人に任せるのではなく、各々が当事者意識をもって事にあたりた
いと思います。一致団結して頑張りましょう！
2020.7.16
3
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事業部 ニュース
☆ 鉄砲鍛冶屋敷
８月 19 日(水)～９月 14 日(月)まで、利晶の杜にて企画展【蔵のとびらを開い
てみれば】が実施されます。
☆ 住吉祭

神輿渡御

８月１日(土)に宿院頓宮で開催されるお渡りは中止になりました。
大行列が山之口商店街を通る際に、冷たいお茶・ジュース等を振舞います。
☆ 堺区ボランティア祭りｉｎ山之口
例年、８月に山之口商店街で開催される行事で観ボラとして１ブース出展し
て、呈茶・落語・手品・パックトンボにて盛り上げております。残念ながら今年
は中止になりました。
☆ こども堺学（小学生に堺の古墳のすばらしさ、誇らしさを授業にて伝える。）
コロナの影響で３か月も休校になり、それを取り戻すため夏休みも短縮して事
業時間数確保に追われる状況の中、９月、10 月に各１校の申し込みを頂きました。
☆

鉄砲鍛冶屋敷調査
堺市博物館として 2023 年オープンを目指し、観ボラとしての準備をしておりま
す。８月７日事業部会議にて詳細を検討する予定です。

☆ 公開講演会
３月開催予定であった「かんながらの道」を広報部より引き継いでおります。
こういう状況ですから、開催時期を関係各位とも相談の上、慎重に検討していき
たいと思います。

研修部 ニュース
☆

全体研修会開催
今年度最初の全体研修会を下記のように行います。多くの会員の皆さまの参加
をお待ちしています。
日時：2020 年９月８日（火） 午前 10 時〜12 時
９月 18 日（金） 午後２時〜４時
内容：明治以降の古墳保護行政について
百舌鳥古墳群の３基の古墳の戦前の状況もお話しいただきます
※両日とも同じ内容です
講師：尾谷雅比古氏（もと河内長野市文化財課）
場所：東洋ビル４階 7 号室（高島屋堺店駐車場向かい側のビル）
なお、ご案内用プリントは協会ニュース８月号に同封いたします。
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観ボラＨＰより

総務部 ニュース
★ 会員の状況
<７月１日 現在>
正会員数 238 名・休会会員数 ８名・賛助会員数 ６名・総会員数 252 名
（退会は、２期 明石静夫様、14 期 井上比婦實様
15 期 滋野和子様、29 期 見学捷太郎

の４名）

<訃報>
見学捷太郎さん（当協会 29 期生）が６月 29 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。
★ ６月６日に逝去されました故明石静夫氏
逝去されました故明石静夫氏を６月 20 日理事長ほか５名で弔問しました。
また、お二方から弔文を投稿いただきました。故人をしのびご冥福をお祈りください。
☆

上期会費納入の件
上期会費は９月支給交通費から相殺させていただきます。
別途納付の方の納付期限は９月末です。
下期の相殺は３月、別途納付期限も３月の予定です。
なお、賛助会員(６名)会費は６月請求済。

★ 2019 年度事業報告
2019 年度事業報告が市役所担当部署から内閣府ポータルサイトに掲載されました。
★ 大阪府より休業要請外支援金 50 万円を受給しました。
☆

返却・型落制服の会員無料配布を実施します。
別途案内いたしますので、ご応募下さい。
5
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明石静夫さん追悼
また、ひとり、逝ってしまいました！2020 年 6 月 6 日。享年 86 歳。故明石静夫さん。
25 年間、堺観光ボランティア協会で伴に縁の下の力持ち。華やかなガイド部を支える
事務方の 2 期先輩。とってもダンディで、いつも笑顔が絶えず、怒った顔を見たことが
ありません。とっても几帳面で、何事もミリ単位でしなければ収まらない性格でした。
本日は山田理事長、加口総務部長、松永監事、水谷前総務部長と我々いちご会(１期
～５期)から石原さんと私が弔問に行ってきました。
奥様のお話ですと３月 25 日に入院されてからは、毎月の協会ニュースを見るのが唯
一の楽しみだったそうです。奥様も当協会の一期生、彼が二期生で定年退職と同時に誘
って入会させたそうです。遺影の写真は２年前のダイヤモンド婚式の時のもの。
協会からお花と香典をさせてもらいましたが、奥様からお礼のお手紙と協会へご寄付
をいただきました。ご遺体は制服制帽で追悼されたそうです。
心から哀悼の意を表しご冥福をお祈りいたします。合掌。
2020 年６月 20 日 呉竹 正

明石静夫さんを偲ぶ
明石さんとは、50 年のお付き合い、同じ会社に勤め、平成 10 年、観ボラに加
入したのも明石さんの勧めでした。現役時代は、几帳面でしたが、運動部出身で
豪放・型破りなエピソードを色々持っておられた明石さんでもありました。勤務
地は異なりましたが、同じ職種、共に泉が丘地区に居住のよしみでよく飲み歩き、
終電車を乗り過ごし、奥様に再三、迎えに来ていただきました。
観ボラに入って明石さんから豪放さが消え、日誌・出納帳で見る几帳面さと気
配りのみが目立つ明石さんの豹変に驚いたものです。観ボラでも会議の後は、い
つも飲み会。本当によく飲みました。体調を崩された晩年は、好きな煙草・酒も
旨くなくなったと痩せ我慢で、夜のお付き合いは減りましたが、それでも、ノン
アルビールで遅くまで付き合ってくれました。カラオケ 18 番は「北へ」でした。
昨夜は一人、二人が行きつけの店で、追悼の歌を唄ってきましたが涙が止まり
ませんでした。あの世では、新型コロナもない、節制も不要とヘビー煙草も復活
させて、早く来いよと飲んでるでしょう。
松永澪二
6

堺観光ボランティア協会ニュース ８月号 2020 年（令和２年）７月 25 日発行(279 号)

ＮＰＯ法人

ツアーガイド部 ニュース
★ 感染症予防対策の中のツアーガイドについて
新型コロナウイルス感染症対策をしながら、ツアーガイドに協力を有難うござい
ます。
「お客様との距離をとる事」や「密集にならないように」「立ち止まって長い時
間(15 分以上)話さない」やマスク着用など感染予防は、ガイドが気を付けるのはも
ちろんの事ですが、お客様にもご協力をお願いしてください。
旅行会社には、予め感染症対策をどのようにしているか聞いています。堺に来る
前、集まった時の検温、消毒の状況など確認をしています。今現在は、バスに乗車
しての案内はしていません。今後バスに乗車しての案内希望があれば、旅行会社に
フェイスシールドの準備などを要請しようと思っています。
現在は、少人数のお客様で案内をしています。お客様５人までにガイド１名で受
けています。
屋外のウォーキングが多く申し込まれています。堺市博物館とさかい利晶の杜の
案内には、フェイスシールドを着用して案内をしています。
各施設を見学する時には、それぞれのコロナ追跡ＱＲコードの登録をお客様にお
願いしてもらっています。
☆

８月の堺自転車ツアー
８月９日(日)９時に大仙観光案内所に集合して、自転車で７つの百舌鳥古墳めぐ
りを行います。

雨天中止です。

☆ ツアーガイド部主催勉強会
ツアーガイド部主催勉強会は、しばらく延期です。
博物館検定の未終了の方は、11 月迄に実施予定です。
★ 2020 年６月度ガイド実施状況
総件数

５件

／

ご案内の総人数

33 名

／

担当ガイド

10 名

古墳めぐりと自転車ツアーであり、感染症対策をしてご案内しました。
ツアーガイド実施報告は 18 ページに記載しております
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定点ガイド部 ニュース
★ 報告・連絡
１．仁徳天皇陵古墳の説明板に、新しい世界遺産ロゴマークがついています。
２．自転車博物館と７月の活動再開に際し、「新型コロナ感染防止対策」の擦り合
わせを６月 19 日に実施。
３．７月２日 14：00～「妙國寺登録者会議」を開催しました。

★ 自転車博物館の展示品の変更のお知らせ
２F「堺のあゆみコーナー」に展示されていました「火縄銃の銃身製造工程及び
完成品」が撤去され、明治 32 年頃のレンタル自転車「ＵＳＡクリーブランド号」の同型が
展示されています。
＜ＵＳＡクリーブランド号＞

★ ７月１０日（金）全体会議をおこないました
下記は、各定点の６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（古川 邦敏）
＊大仙エリア（担当：重永・福島）
・いたすけ古墳に興味をお持ちのお客様に、たまたま持ち合わせのタヌキの写った
古墳の写真をお見せすると大変喜んでおられた。
・９基の大型古墳からなる埼玉（さきたま）古墳群のある埼玉県行田市からのお客
様が、「大仙に来るのが夢だった。やはり規模がまったく違う。」と感激されてい
ました。
・宝塚からの４人家族のうちの小５のお子さんが、世界遺産検定を取りたくて古墳
を勉強しているとの事。流石によく勉強していました。
≪

定点ガイド部ニュース 次ページへ
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ＮＰＯ法人

＊千利休屋敷跡（担当：平野・伊藤）
・堺の女性。春・秋の文化財公開は素晴らしい。今年の春は開催されなかったこと
が残念と何度もおっしゃっていました。
・大阪市内の親子。小６の女の子がお茶に興味があるとの事で来られた。一生懸命
話を聞いてくれたので、こちらが緊張してしまいました。
＊山口家住宅（担当：大北・南野）
・堺市内のご夫婦。泉北の旧家で長くお住まいになられて、最近マンション生活に。
山口家住宅は、以前の暮らしを思い出させてくれて懐かしい。が、今のマンショ
ン暮らしは、生活が楽でとても快適だそうです。
・堺市の小学３年生。学校で山口家住宅のことを習ったが、実際に見てみたいとお
ばあちゃんに付いて来てもらったとの事。
＊清学院（担当：辻・古川）
・大阪市内の男性。ソーシャルディスタンスに配慮しながらガイドする。
座敷に上がれないので、パンフレットのイラストを見ながら見どころを説明。歴
史・文化に感心のあるお客さんで、外観・建物の説明にとても喜んでもらえた。
・堺市在住の家族（小５、小２含む）。「父の日」でお父さんが歩いてみたいと言っ
たので皆で・・。
Ｂグループ（西岡

英彰）

＊南宗寺（担当：中西慎・澤野・大橋）
・堺市美原区からの２人連れ。仏殿天井画を見たいと来られた。方丈の襖絵の話を
すると公開時是非来たいとのことでした。
・千葉からの男性。南宗寺を目的に来られ、特に八方睨みの龍に感動したとの事。
・千葉から母親と息子（大阪在住）が、ＮＨＫ「歴史秘話ヒストリア」を見て三好
長慶に興味をもたれとの事で三好一族の供養塔の前で様々な質問にお答えしご納
得頂いた。
＊妙國寺（担当：小出・箕野・中辻）
・西宮の男性。資料室の展示品で、ここでしか見れない貴重なものを見る事が出来
て感動。話も大変盛り上がった。
・八尾の女性。堺に詳しい方で「蘇鉄が雨に映えて美しい。蘇鉄の花も初めて見た。」
と感動していた。
・岸和田のご夫婦。
「だんじり（堺市毛穴）」の彫り物に蘇鉄があったので見に来た。
とても立派でした。
・堺市の女性。以前に拝観した時に感動したので友人を誘って再訪。今回はコロナ
騒ぎで案内してもらえないかもと思っていたので、とても喜ばれた。
＊堺伝統産業会館（担当：奥野）
・妙國寺で堺の伝統産業について紹介されたのでと来館。各伝統産業について詳し
く説明し、喜んで頂きました。
・堺在住の若い女性。
「和食料理を作るのが大好きで、今回大奮発して高価な包丁を
買った。早く帰って料理を作るのが楽しみです。」とのこと。
・堺に単身赴任中の夫を訪ねてと神奈川県の女性。線香の香りが好きとのことで、
線香と堺の歴史を説明すると、お寺にも興味があるようで妙國寺や南宗寺をお勧
めしたところ、妙國寺に行きますと。
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企画部 ニュース
☆ 学校連携関連
８月６日(木)～９月 16 日(水)の間 11 日間、羽衣国際大学の学生をインターンシッ
プで受入の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響でしょうか応募者が無く
中止になりました。
☆ 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、９月第３回（大阪狭山市）と
11 月第４回（河内長野市）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）住吉で実行委員会を開催予定です。11 月に第５幕最後の第 11 回
イベントが残っていますが実行委員会の結果待ちです。
☆ 大阪商工会議所

「堺市・羽曳野市・藤井寺市

３市探訪ウォーク」

大阪商工会議所主催の「なにわなんでも大阪検定」の今年度のテーマは「百舌鳥・
古市古墳群」の予定で、検定受験者の為『おおさかの誇るべき世界遺産「百舌鳥・古
市古墳群」を訪ねて』のウォークが企画されていました。
残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響で中止になりました。今年度は「なに
わなんでも大阪検定」も中止になりました。

広報部 ニュース
☆ 世界文化遺産認定一周年
７月で百舌鳥古墳群が世界文化遺産に認定されて早一年が経ちました。今後は一
周年の企画や催事などの報告や紹介を取り上げていきます。
会員の方々も情報がありましたら広報部へご連絡ください。
★ JA「CROP」関係７月度活動
７月 4 日(土) 18 日(土)
７月 23 日(木)

五街道特集取材
編集会議

☆ Go To トラベルキャンペーン
ご存じのように Go To トラベルキャンペーンが７月 22 日よりスタートいたしまし
た。 遠方からのお客様も増えてくると思われます。関連施設の情報、定点ガイド部、
ツアーガイド部の情報等を中心に、このキャンペーンの検証をしていきたいと思いま
す。
★ その他
コロナでの自粛中、広報部は観ボラニュースの編集や発送等で活動はしておりまし
た。催事・イベント・研修会・講演会などが軒並み中止になり、記事の蒐集に大変苦
労をした 4 か月間でした。６月度からは活動も再開はしましたが、催事関係は暫く中
止です。
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《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”他、堺のことを直接自分の言葉で紹介できたら！
あなたのチャレンジ精神を発揮！ご参加を募っています！
開催時間
会の名称
開催日
開 催 場 所
・英会話サークル

８月

18 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

８月

６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

８月

27 日

(木)

9：45

堺市立国際交流プラザ６階会議室

☆ ヒトコト各国語
日本語
堺市へようこそおいでくださいました！
英

語

韓国語

Well come to Sakai city !
（사카이에） 잘 오셨어요！

ウエル

カム

（サカイエ）

トュー
チャル

サカイシティー
オショッソヨ！

[サカイエ（堺へ）は省略も可という意味で括弧閉じにしました]
中国語

欢迎光临堺市！

ﾌｩｱﾝ ｲｰﾝ

ｸﾞｱﾝ

ﾘﾝ

ｼﾞｴ ｼｰ！

Huān yíng guāng lín jiè shì
※ 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。
《ガイド便利ＭＥＭＯ》
☆ 施設の８月の休館日(休園日)について
新型コロナウイルス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）

4 日・11 日・18 日・25 日休館

3 日・11 日・17 日・24 日・31 日休館
なお、10 日(月)は祝日開館につき、翌日(11
日)休館です
3 日・11 日・17 日・24 日・31 日休館
なお、10 日(月)は祝日開館につき、翌日(11
・日本庭園
（休館：毎週月曜日）
日)休館です
但し、８月中旬まで閉館
・市役所 21 階展望ロビー
無休
それ以降は一部開放予定
3 日完全休館・17 日・24 日・31 日休館
・堺市博物館・伸庵
（休館：毎週月曜日）
なお、10 日(月)は祝日につき開館です
＊ 百舌鳥古墳群シアター・ＶＲは 17 日・24 日・31 日も開催されます ＊

・堺アルフォンス ミュシャ館 （休館：毎週月曜日）

3 日・11 日・17 日・24 日・31 日休館
なお、10 日(月)は祝日開館につき、翌日(11 日)
休館です
3 日・11 日・17 日・24 日・31 日休館
なお、10 日(月)は祝日開館につき、翌日(11 日)
休館です

・みはら歴史博物館

（休館：毎週月曜日）

・自転車博物館

（休館：毎週月曜日）

・フェニーチェ堺

（休館：第 1･3 月曜日） 24 日・25 日臨時休館、3 日・17 日休館

・堺伝統産業会館
・さかい利晶の杜

無休

（休館：第３火曜日)
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≪トピックス１≫
祝・百舌鳥古市古墳群世界遺産 1 周年！！

【川上

由】

左の写真は一年前のあの歓喜の瞬間です。
アッと言う間の一年間でした。翌日の７月７
日からは、仁徳陵拝所は連日の満員御礼状態、
三名体制を四名体制に変更し、一日三交代も
導入して臨みました。大型バスで次から次へ
とお客様がいらっしゃいました。早いもので
あれから一年、一周年企画も始まっておりま
す。まずは堺市博物館ですが、正面入り口に
大パネルを設置、うれしいことに８月 10 日
まで入館無料です。シアターやＶＲもコロナ
への配慮の体制を整えているので観ること
もできます。さらに企画展として「巨大古墳の今昔」ということで、いままで公開されていなかった
資料の展示や、明治から昭和にかけての貴重な写真も見ることができます。(７月 28 日～10 月４日)

また、７月６日には南海難波駅にて市長をはじめハニワ部長、さらに堺観光コンシェルジェも参加し
て、PR のリーフレットの配布とパネル展示で百舌鳥古墳群の宣伝を実施しました。
そして収塚古墳前のもず庵では店の前にテントを張り、１周年記念として古墳こんにゃくの無料サ
ービスもあり、小生もご相伴にあずかりました。ハニワ部長も飛び入りで登場、NHK の取材もあった
ようです。
梅雨も明け、今年は短いですが夏休みもスタートします。Go To キャンペーンで遠方からのお客様
も来堺すると思います。久しぶりの観光を楽しみにしているお客様の為にも、ルールをしっかりと守
って、お客様をおもてなししましょう。さあ！これからです。
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≪ あ・ら・かると 1 ≫
夏越の大祓と茅の輪くぐり

2020 年（令和２年）7 月 25 日発行 （279 号）

【 和田千香 】
朝から強い雨の降る６月 30 日の夕方 5 時から、
菅原神社で夏越の大祓が行われました。宮司さ
んと神職さんが、傘を差して茅の輪をくぐり拝
殿に上がります。本殿に一礼して大麻（おおぬ
さ）でお祓いをされます。榊を備え、夏越の大
祓が始まりました。菅原神社は、日本最古の薬
祖（農神）神社です。半年間の罪、穢れを祓っ
て無病息災を祈り、さらに新型コロナウイルス
退散の祝詞が奉上されました。神職さんと一般
参詣の方が居られる拝殿の中は神聖な空気で満

たされていました。そして、最後に皆で一礼し夏越の大祓が終わりました。その瞬間です、境内には
激しい風がゴーっと吹き、楠の木がザワザワ揺れました。その時、私には「これから暫くは、苦難の
日が続くが、それを皆で力を合わせ頑張って乗り越えなさい」と、強く優しい神様の励ましの声が聞
こえたような気がしました。
夏越の大祓とは厄払いの行事です。氏子や崇敬者が息を吹きかけた人形（ひとがた）をお祓いして
焚き上げ、海に流します。参拝者は境内の茅の輪をくぐり厄払いをします。茅の輪神事の由来は釈日
本記によると、蘇民将来の故事から起こったともいわれています。蘇民将来が、スサノオノミコトの
教えにしたがって腰の茅の輪を下げたところ、子孫代々に至るまで災い無く栄えたということから、
今では夏越の大祓いに茅の輪をくぐり罪穢れを祓い、夏以降の疫病や罪穢れ除けを祈願します。堺で
は、菅原神社の他に開口神社、神明神社、野々宮神社、多治速比売神社、大鳥大社などでも、行われ
ました。（写真は、いずれも令和２年６月末のものです）

【菅原神社】

【野々宮神社】

【開口神社】

【多治速比売神社】
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ミュシャ生誕 160 年に思う

2020 年（令和２年）7 月 25 日発行 （279 号）

【弘瀬

俊子】

堺市は世界に誇れるほどのミュシャ作品を所蔵しています。それは株式会社ドイの創業者「土居君
雄氏」が収集したものを寄贈頂いたもので、ポスターから宝飾品に至る約 500 点もの多彩な作品で構
成されています。
2017 年に東京の国立新美術館でミュシャの展覧会が
催され、全国的に大きな反響があったことは皆さんも記
憶に新しいと思います。その折は堺からも 38 点が出展さ
れました。当時は過去最多の入館者数を記録するほどの
人気を集めました。その時の感動をもう一度と開催され
たのが今回の企画展と思います。
そこで私も各館を回って来ました。すると、いつも見
慣れている作品が、彼の生涯を重ねてみることで創作の
軌跡に深い意味を感じてきました。まずミュシャ館では、
女優サラベルナールの華やかなポスターから始まり晩年
のスラブ民族の為の作品に至る一連の展示を見て、20 世
紀のはじめ激動の社会に翻弄されながら絵筆を持ち続け
た彼の人生に深い信念と祖国愛を感じました。そして堺
市博物館では、菓子ケースなどの金属工芸品の展示があ
ります。ミュシャは、自身の作品が富裕層だけでなく一
般の人の身近なものになることに喜びを感じていたので
す。そしてさかい利晶の杜では、代表的な作品がアートフラワーと共に飾られとても華やいだ展示場
となっています、若い女性が「わーかわいい！綺麗！」とため息をもらし、若い男性は、身近にある
アニメに共通点を見出し思わず見入ってしまう姿を目にしました。うっとりするこの空間の最後の展
示が、堺出身の与謝野晶子がかかわった雑誌「明星」の中に、アールヌーヴォーやミュシャについて
紹介されているパネルがありました。同時代の日本の芸術にも大きな影響を与えたことを知り、あの
時代に当時ヨーロッパで流行していた彼の作品をいち早く取り入れ、私たちに紹介してくれたことに
深い感銘を受けました。
（堺アルフォンス・ミシャ館パンフレット他 参考）

【さかい利晶の杜では、写真撮影出来ます】

【堺市博物館で熱心に見入る人たち】
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≪ あ・ら・かると 2 ≫
ハンカチ寺の家原寺

【野澤

昭一】

家原寺は知恵の文珠さんとか、落書き寺
とか言われて親しまれています。戦後は真
言宗に包括され、高野山真言宗別格本山と
されてきましたが、2018 年に包括から離れ
て、行基宗を標榜する寺院として生まれ変
わりました。行基が生家跡に小庵を建て、
父親の菩提を弔ったのが家原寺の始まりと
されているのは皆様ご存じと思いますが、
その他、家原寺住職のお話を 2 件ほどご紹
介します。

その１

ハンカチ寺・落書き寺として

太平洋戦争の後、本堂の外板壁いっぱいにチョークで合格祈願
を書いたのが始まりである。昭和 55 年(1980)当時の住職が落書
きを禁止して、ハンカチに合格祈願を書き、それを外壁にピン止
めする様に改めた。
これは、合格祈願以外の事を書くことを禁止する為と、本堂外
壁の劣化防止を考慮した為である。その時に考え抜いた案が、ハ
ンカチ≒半勝ちである。即ちハンカチで合格の半分を勝ち取り、
残りの半分を実力で勝ち取る。これで合格間違いなし、と定めた。
その 2

南大門の仁王像

現在在る仁王像は、土塔の大野寺から持って来たものである。それ以前に家原寺に在った仁王像
はアメリカ ワシントン郊外にあるフーリヤ博物館に今も陳列されている。大正初年に売ってしまっ
たもので、売買契約書に買った人の名前が残っている。
上記は、昭和 61 年堺の四季新春号の対談を引用したものであるが、
この時の家原寺住職が寺西龍愿(りゅうげん)師で、今より３代前の住職である。
生まれ・・・明治 38 年(1905)
昭和 11 年(1936)、31 歳で家原寺住職になる
昭和 61 年(1986)、81 歳、現役時代の対談。
天平の 3 文珠
食わずに参るは家原の文珠・食べて参るは安倍の文珠・眺めて参るは切戸の文珠・
ご飯を食べずにお参りしたら、家原の文珠はご利益があると云う言い伝えがある。
参考文献

堺の四季

昭和 61 年新春号
令和２年７月７日記
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堺観光ボランティア協会ニュース

8月号

2020 年（令和２年）7 月 25 日発行 （279 号）

「撮るさかい、見てある記」（JA 月間情報誌「CROP」）こぼれ話（その４）
南区釜室周辺（「CROP」2017 年 12 月号掲載より）

「五感で取材」

【 土山裕美 】

堺の旧市内で生まれ〇十年暮らし、他所に住んだこと
のない私にとって取材で訪れる市内各所は、ほとんど初
めての地ばかり。特に南区の広々とした風景には心躍り
ます。その中でも印象深かったのは「釜室」。かつて須
恵器を焼く窯や貯蔵庫があったことが地名の由来です。
起伏に富んだ地形を踏みしめて何度声を上げたことか。
垣外谷池を囲むように整備されたフォレストガーデン
からは金剛山や和泉葛城連峰が一望でき今度は思いっ
きり鼻も広げて深呼吸！辺りは土の匂いにつつまれ、降
り出した雨音は野菜たちのハミングのよう・・。
現地ならではの景色に触れた感動、知られざる歴史、をお伝えするため取材陣は四季折々の風に吹
かれて歩いています。

≪トピックス 3≫
堺観光ボランティア協会の匠の技 梶原俊昭さん

【加藤

基之】

皆さん、右上の写真は何をしてるのかわかりますか？
これは「下地センサー」という機械を使って、壁の中に隠れてし
まっている鉄骨や補強の部材がどのように配置されているかを調
べているのです。そしてそれに合わせて、釘やビスを打ち込んで
いくのです。それによってアルミアングル(アルミ製の骨組み)が
しっかりと固定されていきます、最後に透明のビニールシートを
張って、現在のオフィスに仕切り板が完成しました。施工した方
は事業部所属の梶原さんです。梶原さんにお話を聞かしていただ
きました。発注を受けて、現場の採寸、資材の単価調査、資材の発注、購入、そして施工、追加補強
工事、といった流れですが、資材の単価調査ではホ
ームセンターを３カ所回り、少しでも安く購入した
そうです。施工もオフィス営業中の作業ですから、
じゃまにならないように配慮して迅速に仕上げたそ
うです。梶原さんはお父様が宮大工をされていたの
で、子供の頃から現場を見て育ち、その影響もあっ
てか建築会社に勤め、主にビルの建築をしていまし
た。内装の事がわかってないといいビルも作れない、
との信条で仕事をしていたとのことです。正に「匠
の技！」
あっぱれです。
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ＮＰＯ法人

☆２０２０年（令和２年）８月度 月間予定表
日

曜

1

土

2

日

3

月

4

火

5

水

6

木

7

金

行

事

時 間

ＪＡ「ＣＲＯＰ」中区土佐屋台取材

9:00

運営委員会

場

所

泉ヶ丘駅改札口集合
電磁的方法（PC メール実施）

定点ガイド部Ａグループ会議

9:30

堺市総合福祉会館

定点ガイド部Ｂグループ会議

9;30

堺市総合福祉会館

企画部会議（見学可）

10:00

堺市総合福祉会館

事業部会議（見学可）

14:00

堺市総合福祉会館

８月の自転車ツアー（古墳めぐり）

9:00

大仙観光案内所

ＪＡ「ＣＲＯＰ」編集会議

14:00

山之口プラザ

8

土

9

日

10

月

11

火

12

水

定点ガイド部全体会議（見学可）

9;30

堺市総合福祉会館

13

木

ツアーガイド部会議（見学可）

13:30

堺市総合福祉会館

14

金

15

土

16

日
部長会

9:30

堺市総合福祉会館第１会議室

総務部会議（見学可）

14:00

堺市総合福祉会館

広報部会議（見学可）

14:00 堺市総合福祉会館

堺観光情報連絡会

10:30

市役所高層館２階

研修部会(見学可）

14:00

堺市総合福祉会館

自転車博物館連絡会

10：00

自転車博物館

協会ニュース 2020 年９月号 発行作業

10:00

観ボラオフィス

17

月

18

火

19

水

20

木

21

金

22

土

23

日

24

月

25

火

26

水

27

木

28

金

29

土

30

日

31

月

【予告】

協会ニュース９月号原稿締切り（広報部）

全体研修会「明治以降の古墳保護行政について」(研修部)

9/8

東洋ビル

10 時～12 時

全体研修会「明治以降の古墳保護行政について」(研修部)

9/18

東洋ビル

14 時～16 時
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★ ６月度 ツアーガイド実施報告

日

曜
日

団体名

時間

自転車処 ぽたりんぐう

7

日

9:00
12:00

人
数

担当
ガイド

移動
方法

6

中村
博

自転
車

案内場所

方 違 神 社 反 正 陵 仁 徳 陵 いた す け
御廟山 ニサンザイ 御廟表塚古墳

※活動休止して３か月、案内がスムーズにできるか心配しましたが、全く問題なくできました。全員マス
ク着用でしたが、気温は高くなく、快適に案内でき、皆さん大満足でした。

14

日

堺観光コンベンション協会

10：30

JR 百舌鳥古墳めぐり

12：30

(株）ワールド航空サービス
「謎の日本史・日本建国・
大和王権の真相を探る」

24

水

13：40
14：40

ﾅｼ

澤井

徒歩

21

大 橋
中村博
稲 田
川上由

徒歩

仁徳陵 竜佐山 孫大夫山 収塚古墳

※新大阪駅集合で広島・大阪など堺に２回目で古墳に詳しい方もおられメモ帳片手に鋭い質問もあり
ご納得された案内ができた。マスク着用・マイク使用に加え５人毎の組に分けた計画で‘密‘回避はで
きていたと思います。時間の余裕もあったので歩きながらゆっくりと移動しながら説明ができました。翌
日の遊覧飛行を意識した説明を心がけ進めました。皆さん仁徳陵古墳に始めて来られた方が多く、熱
心に聞いて頂き感謝です。陽射しが強く、案内は日陰で行うようにしました。
堺観光コンベンション協会

10：30

JR 百舌鳥古墳めぐり

12：30

1

樽野

御廟山 いたすけ 履中陵ビュースポット

徒歩

大仙公園内古墳 仁徳陵

※久しぶりの百舌鳥古墳めぐり。色々なことがあった今年の春を乗り越えて古墳の木々は繁り、青々と
していました。お客様は熱心に案内を聞いてくださり、たくさん質問もしていただきました。
堺観光コンベンション協会

28

日 ふるさと納税 VR 体験と
古墳ツアー

10:00
15：30

仁徳陵 磐媛歌碑 平成の森展望台
5

弘瀬

徒歩

履中陵ビュースポット 緑化センター
旗塚 グワショウ坊 博物館ＶＲ

※暑さを心配しましたが、気温が低めで曇っていましたので、まずはよかった。メンバーに歩行困難者
１名おられたが車いすを借り利用出来たのが良かった。コースは、当日相談しながら進め、後半で緑化
センターに入れたのが大変喜ばれた。このガイド依頼は、いろんな目的の方がおられるので、今回のよ
うなコースの決め方がいいようだ。

編集 後 記

思いもしなかった 〝新型

コロナウイルス〟感染拡大

防止 対策 で、３ ケ月 に渡 る活

動休止の間に思ったことも

数々 あれ ども、協会 活動 を主

とした日々だったのと実感
したものです。これからの

〝コロナ禍〟時代の過ごし

方を 見直 さね ばと、深く 感じ

てい ます 。

来 堺の 方へ のご 案内 も、新

たな応接の工夫が必要でし
ょう 。

「協 会ニ ュー ス」編 集も 、川

上新部長と共に若い期の皆

さん が軸 にな って、新鮮 な視

点での斬新な誌面にてお届

けし ます！
末永 く、皆 様の ご協 力を お

願い いた しま す。

【岡 本匡 史記 】
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2020年４月度 活動実績と内容
＜会員の活動実績＞

＜来客数実績＞
正会員数
会員活動参加者数

会員活動非参加者数

定点
ガイド活動

249
―
―

定点案内所活動数

0

事務局・ガイド活動数

20

展望ロビー・学童ガイド活動数

0

小計

ツアーガイド

その他

20

市役所展望ロビー

定点人数（名）
一般

0

学童・先生

0

大仙エリア

0

南宗寺

0

山口家住宅

0

清学院

0

利休屋敷跡

0

妙國寺

0

自転車博物館

0

伝統産業会館

0

ガイド担当者数

0

さかい利晶の杜

0

会議・研修会・勉強会参加者数

0

ミニツアー

0

イベント参加者数

0

定点ガイド合計

0

定点ガイド合計

0

ツアーガイド合計

0

文化財特別公開など

0

ご案内人数合計

0

2020年度のご案内人数

0

打ち合わせ他参加者数

88

小計

88

会員活動合計（定点ガイド活動＋ツアーガイド＋その他）

開催日

定点案内所

108

その他活動の主な内容
＊会議等は3密を避けるためメールによる
会議としました。

当協会の創設(平成7年4月)
以来のご案内人数合計

＊新型コロナウイルスの発生により、オフィス
活動以外は活動を休止しました。

25,554,904

2020年５月度 活動実績と内容
＜会員の活動実績＞

＜来客数実績＞
正会員数
会員活動参加者数

会員活動非参加者数

定点
ガイド活動

249
―
―

定点案内所活動数
事務局・ガイド活動数
展望ロビー・学童ガイド活動数
小計

ツアーガイド

その他

開催日

市役所展望ロビー

定点人数
一般

0

学童・先生

0

大仙エリア

0

南宗寺

0

17

山口家住宅

0

38

清学院

0

利休屋敷跡

0

妙國寺

7

0
55

ガイド担当者数

2

会議・研修会・勉強会参加者数

0

イベント参加者数

0

打ち合わせ他参加者数

68

小計

68

会員活動合計（定点ガイド活動＋ツアーガイド＋その他）

定点案内所

125

自転車博物館

0

伝統産業会館

0

さかい利晶の杜

0

ミニツアー

0

定点ガイド合計

7

定点ガイド合計

7

ツアーガイド合計

8

文化財特別公開など

0

ご案内人数合計

15

2020年度のご案内人数

15

（名）

その他活動の主な内容
＊会議等は3密を避けるためメールによる
会議としました。
＊新型コロナウイルスの発生により、オフィス
活動以外は活動を休止しました。

当協会の創設(平成7年4月)
以来のご案内人数合計

25,554,904

