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令和 3年 6月 4日(金)午後 2時より、東洋ビ

ル 4階会議室にて、第 14回 NPO法人堺観光ボラ

ンティア協会通常総会が開催されました。 

当日は新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、理事、監事が中心の 15名の出席者で開催さ

れました。 

開会に先立ち、山田理事長より、少人数での

開催に至った件の説明があり、そして 2020年度

の 5 ヶ月間の活動休止という当協会発足後初め

ての経験の中、協会員の皆様をはじめ、関係部

署の皆様への御礼がありました。 

次に、本年の干支は「辛丑(かのとうし)」であ

り、これは東洋思想に依れば「痛みを伴う幕引

きと大きな命の芽吹き」の意であること、年早々

からの長期の活動休止からワクチン接種拡大に

より新型コロナウイルス感染は収束に向かうこ

とが期待でき、2021年度は課題の取り組みで堺

観光ボランティア協会において「大きな命の芽

吹き」となっていくことを力強く発信されまし

た。 

理事長の挨拶の後、藤井事務局長から本日の

出席人数と委任状提出者の発表と総会の成立宣

言があり、江川副理事長の総合司会で藤井事務

局長を議長に任命して審議に入りました。 

第一号議案においては、2020年の事業報告を

理事長より、収支決算を加口総務部長より、監

査報告を松永監事よりそれぞれ発表があり、全

て承認され、次に第二号議案に進みました。 

2021年度事業計画案、活動予算案に続き各部

活動計画案が各部別にそれぞれの部長より発表

されました。各部とも前年 2020年度は、コロナ

禍の中、思うように活動ができない一年間でし

たが 2021 年度は計画通りに活動できることを

願うばかりです。これらも賛成多数で可決しま

した。 

次にあらかじめ会員の皆様から頂いた意見、

質問に対する回答が藤井事務局長より発表があ

りました。この内容は 7 月号の協会ニュースと

同送いたします。 

最後の第三号議案は欠員になりました運営委

員二名の選任で、これも賛成多数で可決しまし

た。 

全ての審議が終了し、議長解任の後総会は滞

りなく終了しました。 

是非とも来年度は例年通りに盛大に開催をし

たいものです。 

          （川上由 記） 
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祝 30期入会式                          【和田 千香】 

 

2021年 6月 17日(木) 東洋ビルで 30期生の入会式が行われました。今回 28名（男性 17名、女

性 11名）。30期の通称は 3を「三」と、0を「輪」と読み替えて「三輪(みわ)の会」と決まりまし

た。中には、昨年 3月に説明会まで受けたが、コロナ禍の為その後 1年間待って入会された方もい

ます。そして記念撮影も、やはり密を避けて 3つのグループに分かれての撮影でした。（写真は、15

頁に掲載しています） 

 

 入会式が始まりました。まず最初に山田理事長から新入会の皆さんへ「3 つのお願い」という激

励のお言葉を頂きました。その内容は、 

①いつも笑顔でガイドして下さい・・・お客さんは、楽しみに来られています。 

②マニュアルを覚えて下さい・・・マニュアルは私たちの命、これがないとガイド出来ません。 

③口論しないように・・・よく知っておられる方も来られます。「いろんな説がありますね」と柔軟

に答えましょう。 

とのことでした。そして、最後に「楽しくガイドしましょう」との温かいお言葉で、締めくくられ

ていました。 

 そのあと、藤井事務局長から協会の仕組みの説明がありました。1.ルール、2.各団体との関係、

3.協会の組織、4.新型コロナウイルスに対するマニュアル等でした。 

最後に、30期の皆さんが、どの部に所属するかを決めるくじ引きでした。勿論メンター制の 6ヶ

月間の仮所属です。その間、所属していない部会にも見学は可能です。自己紹介文は、協会ニュー

スに同封しています。最初の 2か月は大仙エリアのガイドになります。 

 コロナ禍で、最も大変な時期に入会された皆さん、これから必ず良いことが待っているでしょう。

お客様に喜んでもらえるガイドが出来るように一緒に頑張りましょう。 

 

☆ 7 月号 インデックス（目次）  堺に残る神話の旧跡 10 

巻頭言 第 14回通常総会開催 Ｐ1 南蛮資料から見る堺と天下人 11 

祝 30期入会式・インデックス(目次) 2 「撮るさかい見てある記」JA CROPこぼれ話(14) 12 

事務局ニュース 3 ディープな堺勉強会② 中世の堺を探る 13 

事務局ニュース（第 14回通常総会報告） 4 利休生誕 500年記念事業「武将になってみよう！」 14 

企画部ニュース 5 写真ニュース① 14 

総務部ニュース・研修部ニュース 6 30期入会式（2ページの続き） 15 

事業部ニュース・定点ガイド部ニュース 7 写真ニュース② 15 

ツアーガイド部ニュース・広報部ニュース 8 7月度月間予定表 16 

インフォメーション・ガイド便利 MEMO 9 広報部からのお願い・編集後記 17 
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 事務局 ニュース  

★ 2021 年度第 4 回理事会報告 

 

2021年度第 4回理事会を以下の通り開催しましたので報告します。 

 

第 2 回理事会 

 

【開催日時】2021年 5月 31日（月） 

【場  所】電磁的方法で開催 

 

【承認事項】 

1.協会活動の一時活動休止について        （事務局長藤井英樹） 

政府により緊急事態宣言の延長が発表され、大阪府においてもの緊急事態

宣言が延長になりました。 

活動休止期間：6月 1日（火）～6月 20日（日）迄 

尚、緊急事態宣言は延長になる可能性もありますが、その場合は引き続き

協会活動も休止となります。 

但し、各施設との連絡は確実に行います。特に妙國寺については貫主様と

の連絡は対面で行います。 

 

全員一致で承認されました 

 

2.JR西日本ちょこっと関西歴史たび実施計画について  （企画部長志野正豊） 

JR 西日本「ちょこっと関西歴史たび」でのウォーキングとサイクリング

でのツアーを行います。多数会員の動員になる可能性があり理事会での承

認をお願いします。提案内容は以下の通りです。 

 

①ボランテイアガイドと巡る古墳群ウォーキング 

催行日  7月 11日(日)、8月 1日(日)、9月 5日(日)の 3日間 

定員   各回 45名（3日前まで要予約） 

料金   無料 

 

②堺観光ボランテイアガイドとめぐる古墳群サイクリング 

催行日  7月 18日（日）、9月 19日（日）の 2日間 

定員   各回 15名（3日前まで要予約） 

ガイド料 2500円/1名 

交通費   800円/1名 

 

全員一致で承認されましたが、結果感染症を鑑み中止となりました。 
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★第 14 回通常総会報告 

 

第 14回通常総会を下記の通り開催しましたのでご報告します。 

 

開催日時：2021年 6月 4日（金） 

開催場所：東洋ビル 

開催方法：新型コロナウイルスの影響から 3 密を考慮し、堺市の非営利団体法人

（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

しました。 

参加人員：理事 12名、監事 3名、総務・広報担当各 1名 

 

（当日の進行） 

司会者：江川副理事長 

総会の開会宣言：司会者 

議長及び議事録署名人の選出（議長⇒藤井、議事録署名人⇒加口、加藤） 

 

第 1号議案 2020年度事業報告（山田理事長） 

      収支決算承認の件（加口部長） 

      監査報告承認（松永監事） 

 

議決権行使書及び当日出席者の賛成多数で可決しました 

 

第 2号議案 2021年度事業計画案 

      活動予算案総括（山田理事長） 

      各部活動計画案 

（上野、浅川、加藤、松浦、川上、志野、加口、藤井） 

 

議決権行使書及び当日出席者の賛成多数で可決しました 

 

第 3号議案 役員選出の件（藤井） 

 

議決権行使書及び当日出席者の賛成多数で可決しました 

 

尚、会員の皆様から頂いた意見・質問の回答は本協会ニュースに同封します。 

 

以上 
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 企画部 ニュース  

 

☆ 障がいのある方に対しての配慮マニュアル補足版作成 

 

障がいのある方に対しての配慮マニュアル補足版作成プロジェクトでマニュア

ル補足版が完成致しました。今月の協会ニュースと同送いたしますので、宜し

くお願い致します。 

 

☆ JR 西日本ちょこっと関西歴史たび 

 

イベントの中止が決まりました。 

堺市の観光推進課を通じて要請のあった「JR 西日本ちょこっと関西歴史たび」

でのウォーキングとサイクリングで古墳巡りのガイドの準備を進めていました

が、現状のコロナ禍の影響はまだまだ安心できる状況ではありません。この様

な状況を踏まえると、7月～9月の誘客イベント実施は早すぎる為、中止にする

旨の堺市の方針が出されました。 

残念な結果ですが 1 日も早く次回の実施が出来ることを期待してコロナ禍に対

応していきます。 

 

☆ 高槻摂津峡公園にも三好長慶公の石像が建立されました 

 

高槻の三好長慶顕彰碑建立委員会から

顕彰碑・石像の完成の連絡と記念品と

共に建立に対しての賛同・協賛のお礼

状が届きました。 

5月 23日（日）コロナ禍の為、関係者

のみで完成・披露式典が開催されたと

の事です。情報では高さ 1.05mの白御

影石製の座像が、高さ 1m、奥行 1.36m

の台座の上に鎮座しています。石像銘

板には寄付者名として堺観光ボランテ

イア協会の名称と共に協賛頂いた皆様

の氏名が深く刻まれています。コロナ

禍が収束したら是非訪れて下さい。 
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 総務部 ニュース  

★ 会員の状況 

<6月 25日現在 >㊗ 6月 17日新会員 28名入会 

正会員数 261名・賛助会員数 ６名・総会員数 267名 

 

☆ 堺市総合福祉会館休館 

 

7月 22日 23日は国民の祝日「海の日・スポーツの日」で福祉会館は休館になり

ますので、オフィス入室はできません。 

 

★ 通 知 

 

6月 4日の通常総会で承認されましたので、堺市に NPO法人事業報告を内閣府 NPO

ポータルサイトに貸借対照表を公告しました。 

また、事務所変更登記をしました。 

 研修部 ニュース  

☆ マナー研修（全会員に受講をお願いします） 

 

今回の研修は人権問題について理解を深めていただくもので、堺市と堺観光コ

ンベンション協会から必ず行うように要請を受けています。今後協会がボラン

ティア活動を続けていくうえでも重要な研修となります。 

そのため、全会員に受講していただきますので、期別に分けて研修します。 

8月は、16～18期の方対象（必ず参加をお願いします） 

日時：2021年 8月 24日（火）14時～約 2時間半 

場所：堺市総合福祉会館 大研修室。 

 

☆ 今後の研修予定（場所はいずれも堺市総合福祉会館 大研修室） 

 

9月 28日（火）19期～21期の方対象（22期以降の方は来年度に行います） 

どうしてもご都合のつかない場合は、2 回のうちどちらに参加されても結構で

す。（例 16期の方が 9月 28日に参加、21期の方が 8月 24日に参加など） 

※なお、緊急事態宣言が延長された場合は中止、延期になる可能性があります。 

 その場合はメール等で連絡します。 

 

☆ 30 期生入門講座 

 

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言のため、6月に予定していた後

期の定点実地研修は中止。大仙エリアのミニツアー研修は、入会後 10月に延期

しました。制服の採寸と会員証用の写真撮影は無事終了しましたので、6 月 17

日（木）に入会式を行いました。30期生 28名は、7月から大仙エリアの配置に

入ります。配置の際はよろしくお願いします。 
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 定点ガイド部 ニュース  

☆ 連絡・報告 

 

市役所 21 階展望ロビーが、9 月末頃（予定）までコロナワクチン接種会場と

して使用する為、配置はありません。 

また、7月 15日より大仙エリアと利休屋敷跡の配置が 3交代制（9月末まで）

になりますので、配置者は配置時間に十分注意して下さい。 

 

★ 「活動日誌」 

緊急事態宣言中で、5月も活動を休止しましてので、各定点の「活動日誌」抜

粋はありません。 

 

 

 事業部 ニュース  

☆ 利休生誕 500 年 PJ 

 

１．夏休み「利休わくわく体験ツアー」 

堺市内の小学生と保護者が、利休ゆかりの地を巡り、呈茶体験とフィールドワー

クでモノ作りに参加してもらいます。子どもたちが、千利休さんについてのお話

を聞きながら、夏休みを楽しんでくれるといいな、と観光ボランティアのおじさ

ん、おばさんが考えました。 

利休ゆかりの地をガイドと一緒に町歩き（30 分）⇒開口神社（客殿）で堺のお

いしいお菓子とお抹茶（30分）⇒子育て支援施設でワークショップ（40分） 

 

日程   ：7月 23日（金）～8月 20日（金）毎週金曜日 

対象と定員：小学生と保護者 3組～5組（各班 10名まで） 

参加費  ：大人 700円 小学生 300円（保険料・呈茶お菓子・材料） 

申込み  ：072-260-4441 sakaikanbo@joy.ocn.ne.jp 

＊詳細は小学校経由のチラシと協会 HPに掲載します。 

 

２．クイズに参加して利休さんを知ろう！ 

事前に小学校経由でクイズ参加券のついたチラシを配布しますので、興味のある

子どもたちに参加してもらいます。（申込み不要） 

夏休みの 7月 24日（土）～8月 29日（日）土・日のみ。 

利休さんに関連したクイズに子どもたちが正解すると賞品がもらえます。 

 

場所：利休屋敷跡 

日程：7/24～8/29の土・日（7/24・25・31・8/1・7・8・14・15・21・22・28・29） 

＊期間中の土・日は、通常の配置当番とクイズ担当者が一緒に利休屋敷跡に

入ります。 

＊この 1、2の事業は、令和 3年度・堺市文化芸術活動応援補助金対象事業

として実施します。 

mailto:sakaikanbo@joy.ocn.ne.jp
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 ツアーガイド部 ニュース  

 

☆ 利休生誕プレ 500 年 ～ふるさと巡り～ 

 

7月 24日(土) 10時さかい利晶の杜前に集合 

利休ゆかりの地を案内します 

    千利休屋敷跡から武野紹鴎屋敷跡～妙法寺～南宗寺まで歩きます 

 

＊コロナの感染状況により中止になる場合があります 

 

ひといき休憩 はしやすめ 

右の像の人はどなた？ 

無論、堺に関係のある人です 

 
ヒント：協会ニュース過去号に

出ています 

 

 

 広報部 ニュース  

★ ＪＡ「ＣＲＯＰ」関係 6 月度活動 

 

6月 5日(土) 南区 大庭寺 取材 

6月 12日(土) 編集会議 

6月 20日(日) 千利休特集号 取材（利晶の杜 集合） 

6月 27日(日) 千利休特集号 取材（大通庵跡前 集合） 

 

 

☆ アンケートをご提出ください 

 

毎月月末に郵送しております、観ボラニュース・配置表・各部からの資料等を全

てメール配信で対応する事についてのアンケートを実施いたします。 

同送の活動予定表(日程に〇を付けて提出者する表)にアンケートの回答欄を設

けておりますのでご返答願います。これはあくまで今後検討する上での、参考資料

とさせて頂きます。 

尚、メールにて活動予定表を提出されている方は、そちらに記入して返信願いま

す。 

宜しくお願い致します。 
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 《ガイド便利ＭＥＭＯ》 
☆ 各施設の 2021年 7月の休館日・休園日は以下の通りです。 

新型コロナウイルス感染拡大状況に応じて、臨時休館・休園等となる可能性があります。 

状況にご留意ください。 

・山口家住宅・清学院 
（休館：毎週火曜日 

但し祝日火曜日を除く） 
6日・13日・20日・27日 休館 

・堺アルフォンス･ミュシャ館 
（休館：毎週月曜日 

及び祝日の翌日） 

5日・12日・19日・26日 休館 
27日～30日展示替え休館日 
24日は祝日の翌日ですが開館 

・日本庭園 
（休館：毎週月曜日 

但し祝日月曜日を除く） 
5日・12日・19日・26日 休園 

・市役所 21階展望ロビー ワクチン集団接種会場の為、当分の間休館 

・堺市博物館 
（休館：毎週月曜日 

但し祝日月曜日を除く） 
5日・12日・19日・26日 休館 
13日～16日は常設展のみ開催 

・堺市茶室 伸庵 
（休館：毎週月曜日 

但し祝日月曜日を除く） 
5日・12日・19日・26日 休館 

・みはら歴史博物館 
（休館：毎週月曜日 

及び祝日の翌日） 
5日・12日・19日・26日 休館 

・自転車博物館 
（休館：毎週月曜日 

及び祝日の翌日） 
5日・12日・19日・26日 休館 

・フェニーチェ堺 
（休館：第 1･3月曜日 

但し祝日月曜日を除く） 
5日・19日 休館 

・堺伝統産業会館 （休館：第 3火曜日） 20日 休館 

・さかい利晶の杜 （休館：第 3火曜日) 
20日 休館 

(観光案内展示室のみ開館） 

《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！ 

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 (水) 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 8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 7月 15日 (木) 13：45 堺市立国際交流プラザ 6階会議室 

※ 上記サークルに参加希望の当協会員は会場で直接申し込みください。 

※ 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！ 
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堺に残る神話の旧跡                          【森田 兼夫】 

 

 国づくりの神と神話で伝えられるイザナギ・イザナミの

二神の中で、最初に生まれたのが蛭子命ですが、三歳の時

に葦舟（あしぶね）に乗せて流されます。漂着したのが、

この浜でその時に持っていた五色の石を当地に置いたとこ

ろから石津の地名になったといわれています。 

 命を祀ったのが石津太神社ですが、その前に石が埋めら

れました。毎年 12月 14日に当社で「ヤッサイ・ホッサイ」

の火祭りが行われますが、これは命が凍死寸前だったので、

浜の漁師たちが 108つのわら束を積んで火を焚いて、命の

身体を温めて助けたと言う故事から現在まで継承されています。 

 太陽の神として高天原を支配していたアマテラスの皇孫ニニギノ

ミコトは、下界を治めるためにアマテラスの命によりサルタヒコの先

導で日向の高千穂の峰におくだりになりました。その時に、コノハナ

サクヤヒメという美しい乙女に出会われました。一目惚れで二人は親

しくなられ、やがて二人の子供が誕生しました。これが海幸彦と山幸

彦の兄弟です。 

 

 ある時、山幸彦は「兄さん、たまには交代しませんか」と兄の海幸彦が大事にしていた釣り具を借

りて海へ出かけました。ところが慣れない海で釣り針を失ってしまいました。途方に暮れて困ってい

るとシオツチノカミが助けに来て、舟に乗って海神（わだつみ）の宮に案内してくれました。 

 そこで海神の娘のトヨタマヒメを見るなりその美しさに愛に溺れ二人は親愛の、幸福な生活を続け

ます。ところが、3年の月日は瞬く間に過ぎました。 

 

ある日、山幸彦が国へ帰りたいと申し出ます。それを聞いたトヨタマヒメは「帰ったら兄さんは怒

るでしょう。その時は、この珠を使いなさい」と言って、満珠と干珠を土産にくれました。国へ帰っ

た山幸彦は予想したように兄の海幸彦にいじめられますが、トヨタマヒメが教えてくれたように、二

つの珠を上手に使って難を逃れ、やがて二人は仲良くなります。必要がなくなった干珠を投じたのが

宿院にある住吉大社頓宮の中にある飯匙堀（いいがいぼり）で、由来の通りいくら雨が降っても水が

たまらないそうです。なお満珠の方は住吉の大海神社に納められました。 

 

 

  

［宿院頓宮の飯匙堀］ ［住吉 大海神社の玉ノ井］ 

［石津太神社の五色の石］ 

［石津太神社］ 

＊以前、当協会の顧問をしてくださっていた森田兼夫氏が寄稿してくださいました。 
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『南蛮資料から見る堺と天下人』～イエズス会宣教師の活躍・家康時代～ 

【小川 正夫】 

イエズス会にとって、待ち望んだ秀吉の死後その後継者が誰になるかが問題でした。 

豊臣政権が存続するのは当然として、幼い秀頼の後見として誰が実権を握るのか？小西行長等キリシ

タン大名と親しくキリシタンシンパでもあった石田三成がイエズス会にとって望ましい後継者でした

が、わずか 2年後の 1600年には関ヶ原の戦いで二人とも殺され、徳川家康が実権を握ります。イエズ

ス会がしたたかなのは、秀吉の死後直ぐに朝鮮戦役からの撤退が進む名護屋で石田三成へ接触したの

は勿論、一方では京都にいた徳川家康にもしっかりコンタクトをしていることです。公式には秀吉の

禁教令がまだ解けていない状況で、オルガンティノのような司祭は動けず、修道士という身分ではあ

りましたが日本語堪能な渉外担当者のロドリゲスがその主役となりました。 

 

最初の謁見では家康はキリスト教に対する態度を明確にはしませんでしたが、関ヶ原の戦いに勝利

した直後の上機嫌の家康に再度面会した時には、イエズス会の会所の存続を許され、翌年には、生糸

交易を独占するためにロドリゲスを家康の交易代理人とします。ロドリゲスは、フロイスのように感

情表現まで含めた詳細な記述を残してないので家康の本心は伺い知れませんが、実は同じ頃、家康は

もう一つの外国人とのチャネルを得ていました。 

 

その頃、カトリック系のスペイン・ポルトガルという大航海時

代の主役は、イギリス・オランダという新興プロテスタント国家

の台頭に脅かされるようになっていました。ローマ教皇を戴くカ

トリック王国は、アジアへの進出を当然のこと教・商一体で進め

ましたが、蘭・英のアジアへの進出は、ともに東インド会社という

史上初めての株式会社が主体で、それは営利事業をその存在目的

とする組織です。オランダ東インド会社は東アジアへの本格的な

進出の為、太平洋回りの航路開拓の為 5隻の艦隊を派遣しますが、

途中スペイン・ポルトガル船の攻撃、嵐などで艦隊は四散し、出航 2年後の 1600年にようやく 1艘だ

けが沈没寸前で日本の豊後に漂着しました。（利晶の杜に陳列されているあのリーフデ号がその船で

す）当時大老筆頭であった家康は、リーフデ号を我が物にし、半年後にはその大砲を関ヶ原の戦いで

使ったと云われるほど、この新たな外国船とその乗員を利用します。信長、秀吉は、カトリック王国

の「南蛮人」と接触し、新たな知識と交易の利益の為彼らを重用しましたが、一神教という宗教の危

険性から禁教し、それでも排除はできず、その存在を黙認せざるを得ませんでした。しかし家康は布

教とは無縁の交易のみを求める「紅毛人」という外国人の存在を知ったのです。家康は、ロドリゲス

の利用価値は知っており重用しますが、一方でリーフデ号の乗員も帰国を許さず保護し、ヨーロッパ

の政治情勢や、新たな技術・知識の吸収を行いました。 

 

ロドリゲスは、長崎で生糸交易責任者としてポルトガル商人と日本商人、そして長崎奉行との利害

調整の板挟みで苦労し、彼らの数々の誣告(ぶこく)により家康から疑惑を受けるようになります。（そ

の時の長崎奉行が後に初代堺奉行となった長谷川藤広です）1609年、例年通りマカオから来たポルト

ガル船長を伴い駿府に赴いたロドリゲスは、暫く家康に謁見できませんでした。実は長崎に後から着

いたオランダ船の代表が家康に謁見するまで待たされていたのです。この 4年前、家康はリーフデ号

船長に帰国を許した時に東インド会社総督に親書を持たせており、このオランダ船代表はその返書を

携えて来た使節だったのです。家康はオランダに通商を許す朱印状を与え、平戸にオランダの商館を
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持つことも許し、イエズス会の日本との交易独占は破れました。翌年には少年時代から 33年間日本で

成人し、禁教時代のイエズス会を背負って来た 49歳のロドリゲスはマカオ追放となりました。 

フロイスもオルガンティノも長崎に骨を埋め、日本宣教の最高位にあったヴァリニャーノもマカオ

に去り、イエズス会の日本宣教の歴史も終焉に向かいます。日本の風土を熟知し柔軟な布教戦略で対

応してきたイエズス会に批判的なフランシスコ会、ドミニコ会という原理主義的修道士会は、禁教下

においても殉教を辞さず積極的な布教を続け、新たな幕府体制を固めたい家康は、徹底的な禁教に踏

み切ります。1614 年、本格的な伴天連追放令により、潜伏していたイエズス会宣教師 88 名がマカオ

とマニラに向け追放され、高山右近もマニラに去ります。 

ザビエルのキリスト教伝来から 65年間にも渡る日本でのイエズス会の宣教の歴史は幕を閉じ、以後

日本はキリスト教を徹底弾圧し、明治時代になってもそれは続き、欧米諸国の圧力によりキリスト教

が解禁になったのは、260年後の明治 6年 2月のことになります。 

 

ながらく続けさせて頂きましたが、今回で一区切りとしたいと思います。 

ご愛読に感謝申し上げます。 

 

参考文献： 

『通辞ロドリゲス―南蛮の冒険者と大航海時代の日本・中国 』 

マイケルクーパー／松本たま訳 原書房 

 

「撮るさかい、見てある記」（JA 月間情報誌「CROP」）こぼれ話（その 14）【八木 さおり】 

 

 

季節によって町の見え方も変わって見えて、知っていたはずの町並みや、景色に心が動くことがある。

この感動した時間も取材で得るものの一つで、この活動に参加させてもらって良かったとあらためて

思ったりすることもある。 

毎年、春の桜には感激する。市内に堺の桜の名所

は色々とあって、家族連れの花見や写真撮影をす

る人など、それぞれの楽しみ方で短い桜の見頃を

楽しんでいる。桜吹雪

の美しさも目に見える

形で、感激することも

あるのですが…。 

堀上緑町の伊勢路川

の桜並木を、訪れた時

には、花びらが沢山落

ちていた。残念ながら、ちょっと遅かったと思う景色になっていたが、「川

面に浮かぶ花筏。岸の桜は、若葉が芽吹き出している」と、取材の文中に綴

ったライターの表現力に感動した。住宅街のイメージのこの町の桜を、こ

んなにも素敵に表現している。人に伝える力。もっともっと磨かねばと思

った取材になった。 

  

西区 堀上緑町周辺  （2011 年 9 月号掲載より） 
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ディープな堺勉強会 

②中世の堺を探る                             【弘瀬 俊子】 

 

架空の地図を手に 500年前の堺に思いを馳せての町歩き。元禄時代にこの町に住む老人に聞くと「昔

はこのようなまっすぐの道にはあらず・・・。」と答えが返って来たとか。 

今回の勉強会は「幻の世界に足を踏み入れる楽しみ」に胸躍らせながら始まりました。当日歩いた

のは、熊野町東から神明町東あたりまでの寺町筋を中心に広がる昔は北ノ庄と呼ばれた辺りです。数

少ない史跡をたどり、そこで当時を偲び想像の世界を広げました。 

コースを思い出しながら、あの日案内しそびれた場所などを記載します。 

 

① 大小路通り起点と晴明が辻 

中世の大小路通りはここから長尾街道に繋がっていたので、南蛮商品が並ぶ華やかな商店街は今

の熊野町戎之町の住宅地の下か？晴明辻とは今も各地に残っているが

安倍晴明伝説であり、その碑が植え込みに隠れている。ここで占うとよ

く当たるとか・・・。 

② 大通庵跡 

天王寺屋（津田家）の菩提寺で、それならこの近辺に津田家の屋敷が

あったのでは？ 

③ 首切り地蔵尊 

環濠を出た辺りにある地蔵さまで、孝行息子の身代わりになって「お

いはぎ」に首を落とされたと言われる地蔵さまが祀られている。 

④ 後小松天皇と藤 

天皇が堺の金光寺に来られた時、藤をたいへん気に入られ、宮廷に移

すよう命じられた。間もなく移植されたが木が日々元気なく、ある日白

髪の老人が天皇の枕辺に立ち、「堺へ帰してください。堺でないと生き

られません。」と言って消えた。その碑が宝珠院の前にある。しかしそ

の藤は今はない。 

⑤ 神明町とは。 

奈良時代に聖武天皇が神明町東のあたりに「神明の社」を祀られた。

これが町名の由来となっている。現在の神明神社は江戸時代の起こり

で、この町名とは関係はない。 

⑥ 薬祖社（菅原神社内） 

ここのご神体は対明貿易の折、足利将軍に献上された神農の神像を堺商人が頂き祀ったのが始ま

りと言われ、日本で一番古い薬祖社と言われている。 

 

今は眼に見えぬ中世の堺ですが、歩いてみると石碑に当たり、図書館の郷土資料を紐解くと、その時

代の人々の生活様子が私の脳裏に再現されてきて、頭の中でドラマが始まります。 

まさに堺はわからない部分が多いから表現者にとっては「自由な町」なのかもしれませんね。 
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利休生誕 500 年記念事業～「武将になってみよう！」～ 

利休わくわく体験ツアー実施について    【利休生誕 500 年プロジェクト 辻中美恵子】 

 

2018年（平成 30年）堺茶の湯まちづくり条例が施行されまし

た。その中に「誰もが気軽に茶の湯を楽しめるまち、次代を担う

子どもたちが思いやりの心を持てるまち」とあります。むかーし

利休さんも、お茶を通して多くの武将たちと交流を深めていたこ

とでしょう。すぐれた茶人たちが活躍したこの堺の地を、市内の

小学生たちにもっと知ってほしい、と考え「利休わくわく体験ツ

アー」を企画しました。 

利休ゆかりの地をガイドと一緒に町歩き、1700年以上の歴史を

もつ開口神社の客殿で、堺のおいしいお菓子と呈茶体験。そのあ

と山之口商店街で、保護者と子ど

もが一緒に兜をつくり、武将気分

になってもらおうと準備していま

す。ペーパークラフト紙で作るの

で、子供たちも楽しんでもらえる

と思います。兜とお気に入りの陣

羽織を選んで写真を撮ってもらえ

ると嬉しいですね。堺の歴史と利休さんを学んで呈茶体験、ちびっこ

武将になって夏休みの思い出を作ってもらえれば、と私たちもわくわ

くしています。 

※「利休わくわく体験ツアー」・フィールドワークと呈茶体験 詳細は当協会 HPで。 

 

≪写真ニュース①≫ 

観ボラオフィスは、6月から福祉会館に移転しました。2階の受付を左に曲がって最初の部屋です。 

 

 
この扉を開けると 

観ボラオフィスです 

［観ボラ 新オフィス］ 
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30 期生入会式 （2ページの続き：一瞬だけマスクを外して息を止めての記念撮影） 

 

山田理事長  阿部 実 太田 知惠子   

金谷 英男  木村 博是  米野 純子   

阪井 康代  塩川 政邦  白髭 進   

多田 益巳   

(写真順不同) 

 

 

 

 

藤井事務局長ﾟ 谷口 早苗  谷口 豊   

鶴身 和典  土橋 美知代  長塚 由美   

並木 真波  西本 雅昭  葉井 優子   

萩原 隆 

(写真順不同) 

 

 

 

 

松浦研修部長  橋本 節子  原田 満   

藤木 貢 藤田 敦夫  宮本 敏久   

向 和夫  森 悦子  山中 功  吉田 稔   

和田 ゆかり 

(写真順不同) 

 

  

≪写真ニュース②≫ 

白鷺公園の花菖蒲がきれいに 

咲きました。 

花菖蒲は、堺市の花です。 

（写真撮影日 2021.6.5） 
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☆ 2021 年(令和 3 年)7 月度 月間予定表 

日 曜 行    事 時 間 場  所 

1 木    

2 金    

3 土    

4 日    

5 月 
定点ガイド部Ａグループ会議 9:30 堺市総合福祉会館 

運営委委員会  PC メール会議 

6 火    

7 水 定点ガイド部Ｂグループ会議 9:30 堺市総合福祉会館 

8 木 ツアーガイド部会議（見学可） 13:30 堺市総合福祉会館 

9 金 事業部会議（PC メール会議）   

10 土 ＪＡ「ＣＲＯＰ」千利休特集号取材 9:00 JR 百舌鳥駅集合 

11 日 利休生誕 500 年会議（見学可） 14:00 堺市総合福祉会館 

12 月    

13 火 

定点ガイド部全体会議（見学可） 9:30 堺市総合福祉会館 

研修部会議（見学可） 14:00 堺市総合福祉会館 

企画部会議（見学可） 14:00 堺市総合福祉会館 

14 水    

15 木 
総務部部会（見学可） 10:00 堺市総合福祉会館 

協会ニュース 2021 年 8 月号原稿締切り   

16 金 広報部会議（見学可） 10:00 堺市総合福祉会館 

17 土 ＪＡ「ＣＲＯＰ」編集会議 14:00 山之口プラザ 

18 日    

19 月 
部長会 9:30 堺市総合福祉会館第 1 会議室 

利晶の杜運営調整会議 13:30 さかい利晶の杜 

20 火 堺観光情報連絡会 10:30 市役所高層館２階 

21 水    

22 木 海の日  福祉会館休館日（オフィス 入室不可 ）   

23 金 スポーツの日 福祉会館休館日（オフィス入室不可）   

24 土    

25 日    

26 月 協会ニュース 2021 年 8 月号 発行作業 9:30 堺市総合福祉会館 2階ミーティングルーム 

27 火 1 期～15 期マナー研修 14:00 堺市総合福祉会館 大研修室 

28 水    

29 木    

30 金    

31 土    

【予告】 8 月 24 日(火) 16 期～18 期マナー研修 14:00 堺市総合福祉会館 大研修室 
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編 集 後 記 

皆様もご存知の事ですが、この夏は昨年より延期になっている東京オリンピックが開

催の予定ですね。世界的なスポーツの祭典ですが、関係者のみの入国になるようで、イ

ンバウンドの入国が無いのは観光に携わっている方々にとっては残念な事ですね。 

2025 年には、大阪万博が予定されています。1 日も早く良い状況になり、国内外問わ

ずたくさんの観光のお客様が、堺や、大阪、日本に笑顔いっぱいで訪れてくれる事を心

より願い、お待ちしております。 

その時には、目一杯のおもてなしが出来る様に…。歴史に、地理に、語学に、出来る

勉強をおこもり生活の今のうちに頑張ってみようかな？と（最近覚えが悪いのですが

…）思います。 

（八木 さおり） 

 

 広報部からのお願い  

広報部では観ボラ協会員の皆様の投稿をお願いしております。 

協会ニュースをよりいっそう皆様のものにする為、皆様の堺への思

い・協会への思い・協会活動・ご自身のこと・ウンチク等、なんで

も結構です。 

又、利休生誕 500 年に関連して、「私と千利休」的なものも歓迎し

ます。 

我と思われる方は、広報部員までご相談をお寄せください。 

 


