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令和に元号が変わって最初の、当協会「新年祝

賀会」が開催されました。1 月 15 日（水）ホテ

ルアゴ－ラ・リ－ジェンシ－堺「利休の間」で、

12時よりご来賓の方10名を含む 194名の出席で

した。2020 東京オリピック・パラリンピックが

開催される年、百舌鳥・古市古墳群が世界文化遺

産に登録後の初開催でもあり、鏡開きを行い盛大

に祝おうと計画しました。また、当協会は阪神大

震災の年（平成 7年はボランティア元年）に誕生

して、1月 17 日は震災 25 年目、協会も今年で 25

周年を迎えます。

祝賀会は川上理事長が「百舌鳥・古市古墳群」

世界文化遺産登録についての対応と、今後の抱負

が述べられ、「皆様、より一層のご協力をお願い

します」と締めくくられました。ご来賓の堺市文

化観光局長・宮前 誠氏と（公社）堺観光コンベ

ンション協会事務局長・佐藤 郁子氏より「百舌

鳥古墳群が世界文化遺産となり、たくさんのお客

様が来堺されますが、他の場所にもお客様を誘導

する方法が必要です。且つ貴協会の方々のご協力

とお知恵をお借りしたいと思います」とご挨拶を

頂戴いたしました。

その後、永年活動表彰に入り、ゴ－ルドストラ

ップ付き名札とバッジが贈呈されました。16 期

生は在籍が 23名（うち 17 名が出席）で、川上理

事長をはじめ協会の中心的な役割を担っている

方

方が多くおられます。表彰の授与は正にゴ－ルド

ラッシュ、新年早々縁起がよい、と大喝采のうち

に記念撮影に移りました。艶やかな着物姿と服装

で「若さ？が満ち溢れる晴れ姿」を撮ろうとカメ

ラやスマホのフラッシュが続きました。この後は

お待ちかねの鏡開きになり、当協会は川上理事長

と髙三相談役、ご来賓からは観光部・垂井部長、

文化部・左近部長、世界遺産推進室・勝真室長、

北区・吉田区長（当協会相談役）が、壇上の四斗

樽の前に木槌と法被姿で勢揃いをして、司会者の

「よいしょ！」の掛け声で見事な鏡開きとなりま

した。その後、当協会・木村義穂副理事長による

乾杯の音頭で祝宴となりました。本年も 21 期の

槇氏から、青竹の手造りの徳利・お猪口が各卓に

提供され祝宴を盛り上げました。

今回の料理は和様折衷で、ビールやワイン等の

飲み物と一緒に堪能いたしました。余興は古墳ダ

ンスから始まり、ピアノ演奏、29期生 11 名の紹

介、各期による堺検定、じゃんけん大会が賑やか

に行われました。14時過ぎには和太鼓「風の鼓」

の演舞、フィナ－レは「堺観光ボランティア音頭」

と続き、中締めは当協会山田豊秋副理事長により

「一本締め」でめでたく 15 時にお開きとなりま

した。この時は幹事一同、無事、盛会に終えられ

たことにホッとした瞬間でもありました。

振り返れば昨年 10 月初めに新年会プロジェク

トが 13 名でスタ－トしました。メンバ－の役割

分担やホテルとの交渉など、慣れないメンバ－が

殆どでしたが、24・25・26・27 期の担当者と総

務部が、切磋琢磨して祝賀会を無事に終えたこと

は、まさにワン・チ－ムの力だったと思います。

堺観光ボランティア協会が、2020 年を「真心と

笑顔と経験を活かし、知恵を出し合いワン・チー

ムで前進する」と幹事一同が心に刻みました。

      （総務部・菊岡 和雄）
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☆ ２月号 インデックス（目次）

巻頭言「観ボラ新年会」 Ｐ1 Ｊ:COM 予定・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ・便利ﾒﾓ 12

インデックス(目次) 2 特集：堺の伝統産業「浪華本染め」 13

事務局ニュース 2 あ・ら・かると 1「南区探訪 上神谷」 14

総務部ニュース 3 トピックス 1「会員交流会岩出・紀の川」 17

研修部ニュース 4 トピックス 2「出前授業の報告」 18

ツアーガイド部ニュース 5 トピックス 3「新発見ツアー・福徳寺」 19

事業部ニュース 6 【2020 年２月度月間予定表】 20

企画部ニュース 7 【2019 年 12 月 活動実績と内容】 21

定点ガイド部ニュース 8

広報部ニュース 11

事務局 ニュース

◆ 運営委員会 報告

・１月度定点配置の欠員状況

集計時点で 25 ポストの欠員です。

落ち着きを取り戻しています。しかし予断を許しません。

   ・活動予定表提出についてお願い

ＦＡＸ、持参の方もできるだけＰＣメールでお願いします。現状は頂いたものを

ＰＣに取り込むために再度打ち換え作業をしています(自動処理の為）。

特に 22 期以降入会の方はＰＣをお持ちであることを前提に入会いただいていま

す。ご協力をお願いします。

  ◆ 堺観光情報連絡会での質問・提案事項

Ａ 昨年、作成して頂き展望ロビーで使用していた多言語パネルですが、下段の「世界

文化遺産登録をめざしています」の文への指摘が多かったので現在は使用を取りや

めています。多言語パネル自体の評判は良く、使いたいとの声も多いので修正をお

願いします。

⇒善処しますが、今少し時間が欲しい

Ｂ 展望ロビー南側に掛けてあった時計が撤去されています。不便を感じているお客様

の声もあるようですが、再設置の予定はありますか？

    ⇒総務課に確認したところ、先日時計が落ちて割れたということ。そこから、

総務課としては、時計を設置することは危険ということで、撤去されたよう

です。 今のところ、再設置の予定はないとのことです。

≪次ページへ続く≫
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総務部 ニュース

★ 会員の状況

<１月１日 現在>

正会員数 ２４８名・休会会員数 ６・賛助会員数 ８名・総会員数 ２６２名

（前月より正会員 1 名減）

★「2020 年度新年会」について

１月 15 日（水）御来賓、協会員含め総勢 194 名で、今回は世界文化遺産登録記念でも

あり、盛大に行われました。

当日は、会員からは交通費と相殺して 2000 円徴収(不足者は当日支払)しました。

☆ ガイド時の外国語対応(英語、中国語、韓国語)バッジ

現在ガイド時に外国語の対応可能な方にはバッジを着用してもらっていますが、対応可

能で未着用の方は総務部に連絡下さい。バッジをお渡しします。

☆春季堺文化財特別公開開催予定

2020 年３月 27 日（金）～３月 29 日（日）に開催されます。

外部関係者および協会員全員で、令和の桜を呼び込み成功させましょう。

事務局 ニュース（つづき）

Ｃ 展望ロビーで「記念スタンプはないか？」とのお客様からの質問が複数ありまし

た。記念スタンプの作成は考えられていませんか？

⇒現在作成の予定はありません。但し、埴輪部ができたこともあり、今後そ

の中でも検討していくとのことです。

Ｄ ＷＢＳＣショートツアーがスポーツ推進課から観コン経由で依頼がありました。

対応に苦慮しましたので、新しいツアーガイド実施に当たっては事前に堺市、観

コン、観ボラの関連部署との事前調整の上実施をお願いしたい。

⇒今後、多言語の顧客であり各部署は顧客の内容を吟味し、慎重に考えて

実施していくこととする。

Ｅ【継続課題】仁徳天皇陵古墳の拝所駐車場に掲示されている写真(ロータリークラブ

作成)の老朽化。最近お客様から指摘されるケースが多くなっています。再度交渉

よろしくお願いします。

⇒宮内庁経由で現在要請しています
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研修部 ニュース

★29 期生フォローアップ研修を実施しました

昨年 7 月に入会した 29 期生の皆さんも入会後 6 か月を迎えられたので、1 月 28 日（火）

14 時から、堺市総合福祉会館にてフォローアップ研修を実施しました。

1 期先輩のこれまでの取り組んできた話を聞き、入会後の自身の活動を振り返り、ブラ

ッシュアップを図る方策を皆さんで討論しました。また、ガイドとしての認識を深めるた

め、「ツアーガイドの案内の仕方や注意事項」などを実践的に研修しました。

★ 「会員交流会」について

2019 年 12 月 18 日（水）会員交流会の岩出・紀ノ川コースには、47 名の会員が参加し

ました。堺まつりの鉄砲隊にも関わっておられる、「いわで語り部ガイド」のご案内で、

旧和歌山県議会議事堂（一乗閣）、ねごろ歴史資料館、根來寺境内を見学。昼食はお寺特

製の精進料理をいただきました。

その後、岩出市民俗資料館を見学してから、紀の川市へ移動。青洲の里で世界初の全身

麻酔による乳がん摘出手術に成功した華岡青洲の診療所春林軒、展示室を見学しました。

道の駅にもなっているので、地元産のミカンや柚子なども販売されており、参加者はお土

産にも満足された様子でした。

移動は渋滞もなくスムーズで帰堺時間も予定より早くなりました。

今回のコースは希望者が多く、数名の方には抽選により辞退していただくことになりま

した。これで２回に亘った今年度の会員交流会は無事に終了しました。関係者の皆さま、

ありがとうございました。

★マナー研修会を開催しました

1 月 22 日（水）午後、マナー研修会を開催しました。前回にも講師をお願いした三好

美穂子氏（株式会社 FPMα コミュニケーションコーディネーター）から、ガイドのマナ

ーのあり方やハラスメントについて、さらに外国人のお客さまにガイドするときのポイン

トなどをお話しいただき、川上浩理事長からトラブルの実例紹介がありました。

なるほどと納得できることや参考になる内容がたくさんあり、学ぶ事が多かったです。

  ※来月号のニュースに研修会参加者の感想文を掲載します。

☆2 月 13 日（木）全体研修会を開催します

２月 13 日（木）の午前 10 時からと午後 2 時から、フェニーチェ堺の文化交流室で、

全体研修会「鉄砲鍛冶屋敷について」を開催します。

堺市文化財課の中村晶子氏からこれまでの調査報告、協会員の土井健一氏から堺観光ボ

ランティア協会と鉄砲鍛冶屋敷とのかかわりなどのお話し、鉄砲鍛冶屋敷井上関右衛門家

16 代御当主の弟さま井上俊二氏からご挨拶をいただきます。
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ツアーガイド部 ニュース

☆「第３６回 堺新発見ツアー」の開催

“百舌鳥三陵（反正陵・仁徳陵・履中陵）” 約７㎞、２時間半ほどです。

  ・集合：２月 29 日（土） ／ 10 時に／ 堺東観光案内所前

☆「２月の自転車ツアー」の開催

“百舌鳥古墳めぐり”

・集合：２月 11 日（日）／ 9 時に／ 大仙観光案内所

☆ツアーガイドの為の自転車勉強会

・３月１７日(火)10 時より市立健康福祉プラザで座学と実走します。

  ・自転車の持参又は、レンタサイクルを準備してください。

☆「ぐるっと堺勉強会」の開催

  ・バスに乗車しての勉強会

  ・集合：2 月 12 日（水）／ 9 時 30 分～15 時 30 分／ 堺東「かに道楽」前付近

・箇所：家原寺、華林寺、蜂田神社、土塔、高倉寺、観音院

・費用：昼食代の 1,000 円は各自負担

☆マイクの使用についてお願い

いつもツアーガイドにご協力ありがとうございます。

ツアーの件数も多く、マイクの使用頻度も多くなっています。

特に気を付けて頂きたいのは、使用していない時に、イヤホンマイクの差し込みを入れたま

まにしておくと、断線しやすくなります。

外して頂くようにお願い致します。

★ 2019 年 12 月度ガイド実施状況

     総件数 ８９件 ／ 案内の総人数 １,９９２人 ／ 担当ガイド １４３人

      

※ 「ガイド実施報告」と「小学校社会見学の実績」は、別紙で報告します
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≪お知らせ≫      衝角付冑型埴輪（レプリカ）を展示

さかい利晶の杜で「衝角付冑型埴輪（レプリカ）（いたすけ古墳出土）」を展示しています！

衝角付冑型埴輪（しょうかくつきかぶとがたはにわ）とは市の文化財保護のシンボルマークにも

なっている埴輪です。

事業部 ニュース

★☆ 各プロジェクトの活動

  

＜華美芝居部隊＞

・1 月 11 日（土） 特定非営利活動法人「楽」 善宗寺華美芝居 8 名

（毎月第 2 土曜日に公演依頼の要請がありました）

・1 月 18 日（土）北向道陳忌／妙法寺

・2 月  8 日（土）特定非営利活動法人「楽」 善宗寺華美芝居

＜音曲組＞

・1 月 15 日（水）新年会にイベントで参加 会場を盛り上げました

＜呈茶チーム「茶々の会」＞

・1 月 18 日（土） 北向道陳忌 呈茶おもてなし 妙法寺  50～100 名

＜ＪＡ堺市「ＣＲＯＰ」＞

・1 月 11 日（土）西区浜寺船尾町 取材

・「東区草尾」を、2 月 1 日（土）に取材予定（11 日 編集会議）

＜鉄砲鍛冶屋敷調査＞

・12 月 5 日（木）12 日（木） 鉄砲鍛冶屋敷俵蔵１階・２階調査

日本刀柄・鞘、井上関右衛門表札大小４枚、刀台、木桶、踏み台

仏具（輪灯・華瓶・燭台・香炉等）、火薬保管用木箱、木箱墨書等

日本刀飾り台、鉄砲運搬用木箱、他多数

＊展示資料 衝角付冑型埴輪（レプリカ）

（いたすけ古墳出土） 堺市指定文化財

＊展示期間 令和 2 年 1 月 22 日（水）～3 月 30 日（月）

＊展示場所 さかい利晶の杜１階コンコース

（有料ゾーン）
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企画部 ニュース

〔学校連関連〕

★大学生のインターンシップ研修

  

＊羽衣国際大学生の 2019 年度春季インターンシップ研修は、３名の女子学生を２月に 10
日間実施します。

各定点及び百舌鳥古墳群、博物館、日本庭園で企画部員が研修を行います。なお、仁徳

天皇陵古墳拝所前・21 階展望ロビーではガイド体験をしてもらいます。

定点ガイドにご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いします。

〔広域連携関連〕

★「南海・歴史探訪ガイドウォーク」

＊12 月 18 日に広域連携歴史探訪ガイドウォーク実行委員会が開催されました。

2020 年度の堺主催のサブテーマとして「長尾街道」を取り上げます。

開催は 5 月 23 日(土)です。

     

  ★「大阪・奈良歴史街道リレーウォーク」

＊12 月 1 日に NPO 法人なら・観光ボランティアガイドの会主催で第 7 回の「空海の足跡

をたどる高野山 1200 年 奈良での空海の動き」が開催されました。

参加者は 163 名(内スタッフ：25 名)と盛況でした。当協会からは 3 名が参加しました。

  

★「街道まつり」

＊12 月 21 日に竹内街道・横大路～難波から飛鳥への日本最古の官道「大道」～活性化実

行員会主催の「街道まつり」が、堺市役所で開催されました。

街道まつりは毎年、沿道 10 市町村が結集して開催していますが、2019 年は堺市が担当

し、当協会は「おもてなし呈茶」と「ミニガイドツアー」を担当しました。呈茶は泉陽

高校茶道部の応援を得て整理券(200 席)満席、ミニガイドは 21 階展望ロビーミニガイド

の東コースを 2 班に分かれて 25 名を案内しました。

  

  ★大東市「第四回三好長慶公武者行列 in 大東」

＊武者行列実行委員会より 3 月 8 日開催の連絡がありました。

協会の配置活動に支障のない人数で参加する予定です。
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定点ガイド部 ニュース

☆「自転車博物館ガイド勉強会」を開催します。

自転車博物館サイクルセンターにご協力頂き、毎年開催しています自転車博物館ガイド

勉強会を、今年度は３月 13 日（金）に開催します。10 時～12 時、会場は自転車博物館

多目的ホールです。

29 期生及び受講を希望される方は３月活動予定表の行事予定に「〇」印を記入しオフ

ィスに提出してください。制服・名札着用です。

尚、定点配置に支障が出るようであれば調整させて頂きますので、ご了承ください。

★1 月 10 日（金）全体部会を行いました

下記は、各定点の 12 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（柴田 友宏）

★大仙拝所前（担当：重永・江川信・福島）

・西表島から乳児を連れた母親。復職する前に上の子供２人をおいて思い切って来ました

とのこと。

・広島からのお客様２人は、イタリア旅行の帰り、関空から大きなスーツケースを持ち堺

に寄られたそうです。とても興味深く聞いてくださいました。

・一人で来られた男性が、「一人だけ説明していただいて良いですか」と恐縮されていま

した。「一人でも大事なお客様です。」と丁寧に説明すると、とっても喜んでおられました。

・中国人女性２名。日本語が上手で日本人だと思って案内していましたが、中国人と聞き

びっくりしました。日本語は上海で勉強したとのことで、古墳に興味があったので来たと

のことです。

★さかい利晶の杜（担当：松村・柳）

・愛知からの若い男性。利休さんも晶子さんも今までよく知らなかったが、「今日で興味

がわきました」と歌集を買って帰られた

・芦屋から友人を案内して来館された女性。堺ファンで「自選・堺観光」と書かれたリー

フレットを配られているそうです。堺へは 7 回目ですとのこと。

・お客さまから質問があり、学芸員矢内さんより説明を受けました。フロアマップの新田

の辺りにある×♯等の印は畑・田のあったところで、地図記号ではありません。

★千利休屋敷跡（担当：辻・大北）

・名古屋からの老夫婦。堺はもっと小規模で何もない所と思ってきたが、見どころが沢山

あって、きれいな都会で、いっぺんに好きな所になった

・西宮からの女性。ゲコ亭の食事の後、立ち寄られた。大徳寺にも行かれたとの事でした。

屋形の古材について説明すると、感激され触って利休を偲んでおられた。

・山形からのご夫婦はフェニーチェ堺でのコンサートの為に来堺されました。午前中に観

光地を見学しているとの事です。
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★山口家住宅（担当：今村・西岡英）

・宅徳平さんの子孫の方が来訪。「澤亀」酒造の跡地を訪ねたそうです。鳥井駒吉と共同

で酒造を行った他、協力して阪堺鉄道の事業を行った。

・韓国からの女性一人。日本語・韓国語で挨拶したらとても喜んでくださり、日本語で何

度もお礼を言われとても良い雰囲気の中で見学されていた。堺・兵庫の方とも挨拶されて

いた。

・12 月 28 日神奈川からのご夫婦。これから伝産会館・21 階展望ロビー・大仙に行かれ

る。昨日大阪城に行かれて昨日が最終日と言われてセーフ。堺も今日までと聞いて滑り込

みセーフと笑われていました。

★清学院（担当：澤井・古川）

・堺・カナダ在住の親戚の４名（女性 3 名、男性 1 名）。カナダ在住の女性の方は５つ玉

のソロバンを見て懐かしがられていました。また、上の方が２つ玉の算盤も有ったそうで

す。堺空襲のことも勿論知っていますとのことです。

・東京からの老夫婦。11 月にネパールに行って現地ガイドから河口慧海さんが有名であ

ることを聞きました。以前一度清学院に来たことがありその時慧海さんの話を聞いたこ

と、東京の世田谷に慧海記念碑があることを現地ガイドに話すと逆に驚かれていたとの事

です。

生家跡と七道駅前の慧海像を見られることを勧め、是非見て帰りますと言って清学院を

あとにされました。

B グループ（上野 数男）

★堺市役所 21 階展望ロビー（担当：平野・南野）

・関西大学の女子学生が展望ロビー北側の展示ケースの中にある火縄銃と千利休のコーナ

ーを熱心に見学していたので、利休が大徳寺塔頭の聚光院に宛てた書状「横雲の文」と「火

縄銃の歴史」等を語る。

・堺市南区の女性がパスポート更新後、「初めて展望ロビーに昇ってきたが、景観が素晴

らしい」と言われた。

・東京在住のご夫婦。娘さんが堺に住んでおり、５ヶ月前に生まれた初孫を見にこられた。

堺は観光スポットが多く、孫に会いに来るのと堺観光で楽しみが倍増したようです。

★南宗寺（担当：中西慎・澤野・大橋）

・八尾からの男性。家康の話に「前々から、大坂夏の陣の 1 年後に死んだのは話ができす

ぎと思っていた。夏の陣の時、堺で亡くなったというのは、ありかも知れない」と。

・中国からの男女。女性は日本語バッチリ。アニメで勉強した由。２人共、北京のアニメ

会社に勤めており、日本のアニメを褒めていた。

・堺の植木屋夫婦。ガイドをしながら、植木のうんちくを教わった。マンサクは落葉樹で、

品種改良して落葉しないのがトキワマンサクだ・・・。
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★妙國寺（担当：小出・箕野）

・大阪より男性 5 人。「ぶらっと立ち寄って見ただけ」との事で拝観をためらっていたが、

拝観を勧め「20 分で案内」との事であったが、「もう時間はいくらでも良いので」と大い

に感激され「良かった」と喜ばれた。

・お客様から大塩平八郎の掛け軸に書いてあるのは何かわからないとの質問。

⇒「以仁心説 以学心聴 以公心辨」仁心を以って説き、学心を以って聴き、公心を以っ

て弁ず＝言葉や文字で表せない真髄を師から弟子への心へ伝えること。

・静岡からの男性。家康が此処で泊まっていたお寺ですかと入って来られた、蘇鉄を見て

良かった、良かった。遠州灘は天龍川に繋がっていて、大井川や富士川は流れていない、

小堀遠州が作庭したので、遠州灘になったのと違いますかと言われた。

★堺伝統産業会館（担当：奥野）

・刃物ミュージアムで包丁を購入された泉大津の女性。堺の伝統産業を広く紹介したが、

そのなかでも線香・和菓子のルーツ についても聞いて頂き、堺ファンになって頂いた感

あり。

・「お香作りの実演と体験」に合わせて来館の松原の中年男性。ご自宅では毎朝・晩に仏

壇に線香をあげているとのこと。線香の歴史を中心に説明して喜んで頂く。

★自転車博物館（担当：大橋・溝）

・スイスからの男性。日本が好きで５回目の来日。前回は東京から鹿児島まで走破した。

今回は当館を訪ねるのが目的の１つと話されていた。

・埼玉からの女性２人。関ジャニのファンで以前に自転車博物館でロケをしたことから、

来館。自転車広場で彼らがクラシック自転車に乗っているのを見ており、自分たちも乗っ

てみたかった様だが、本日は開催日でなく残念がっておられた。

⇒開催日は第 2、4 日曜日、祝日（雨天中止）10：00～15：30

≪お知らせ≫

町家歴史館「山口家住宅」で伝統産業「堺緞通」の展示と実演を行います。

今回は、「最後の名人」といわれた辻林峯太郎の作となる鳳凰文の羊毛緞通と、

大正～昭和期に作られた一畳敷の木綿緞通などを展示します。

＊日程 令和 2 年 1 月 29 日（ 水 ）から 2 月 24 日（月・祝）

堺緞通小型織機を使った織成作業の実演を行います。（協力 堺式手織緞通技術保存協会）

＊令和 2 年 2 月 23 日（日）午前 10 時から 午後 4 時 まで

町家歴史館山口家住宅西座敷にて。事前申し込み不要。
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オフィスの担当者を紹介します！

昨年 7 月よりオフィスで働かせて頂いている阪口いづみと申します。

こちらに来て、会員の皆様の for you なお姿を拝見し、とても素敵

だと思いました。

私も皆様のように

少しでも周りの人に喜ばれるような人になりたいです。

堺についても少しずつ勉強して行きます。

仕事、そして人生においても色々と学ばせて下さい。

どうぞよろしくお願い致します。

広報部 ニュース

☆ 2019 年度｢公開講演会｣の開催

・「公開講演会」を、3 月 18 日(水)13：30～16：00 にフェニーチェー堺・小ホールで開催

   第一部 講演：「かんながら（惟神）の道」

講師：大鳥大社 水無瀬忠俊宮司

     第二部 パネルディスカッション

         パネリスト：大鳥大社 水無瀬忠俊宮司

               堺市博物館 白神典之学芸員

               当協会員 小川正夫氏

今月号ニュース封筒にチラシを同封しています。

     参加希望の会員は、来月の活動予定表に〇を付けてください。（人数調整有り）

☆ 協会ニュース「季刊誌 冬篇」の発行

   ・「季刊誌 冬篇」は、2020 年 2 月末に発行予定

   ・冬号は堺の伝統工芸についての特集です。

★ 協会のパンフレット（リーフレット）改訂版が出来上がりました

・協会の紹介用パンフレット・改訂版が、2020 年１月末に出来上がりました。

    以前からあったものをリニューアルし、各定点と協会活動を紹介しています。
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《ガイド便利ＭＥＭＯ》

☆ 施設の２月の休館日(休園日)について

・山口家住宅・清学院    （休館：毎週火曜日） 4 日・12 日・18 日・25 日

・堺アルフォンス ミュシャ館  （休館：毎週月曜日） 3 日・10 日・12 日・17 日・25 日

・日本庭園         （休館：毎週月曜日） 3 日・10 日・17 日・25 日

・堺市博物館・伸庵       （休館：毎週月曜日） 3 日・10 日・17 日

※ ３日（月）はＶＲ・シアターを含む全館休館、10 日・17 日はＶＲ・シアターのみ観覧できます。

・みはら歴史博物館     （休館：毎週月曜日） 3 日・10 日・17 日・25 日

・自転車博物館       （休館：毎週月曜日） 3 日・10 日・17 日・25 日

・堺伝統産業会館      無休

・さかい利晶の杜       18 日（毎月第 3 火曜日）観光案内展示室のみ観覧可

☆ Ｊ：ＣＯＭ堺「堺シティレポ」２月の放送予定

・２月のＪ:ＣＯＭ堺の「堺シティレポ」放送予定（堺市広報部より）。

・放送された場所に行く方法や概要などに注意を。

・『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・休止する場合あり。

過去の番組は、市ホームページにも掲載あり。（一部を除く）。

≪2020 年(令和２年)２月分≫

放 送 日 番 組 名

２月１日(土) ～   ７日(金) 世界に誇れる！スポーツタウン・堺(1)

８日(土) ～   14 日(金) 誰もが安心して暮らせるまち堺へ(3)

15 日(土) ～   21 日(金) 古墳と自転車のまち堺の魅力を体験(2)

22 日(土) ～   28 日(金)
芸術文化の感動と喜びを～

フェニーチェ堺グランドオープン(6)

29 日(土) ～ ３月６日（金） 百舌鳥・古市古墳群 世界遺産登録決定(10)

※ 最新の番組名は、堺市ホームページ内「堺シティレポ」のページをご覧ください。

http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/koho/koho/sakai_city_repo/index.html

《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”の世界文化遺産登録により、大勢の外国の方が来堺されています。

堺のまちを紹介しましょう!

会の名称 開催日 開催時間 開 催 場 所

・英会話サークル ２月 12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 ２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 ２月 20日 (木) 9：45 堺市立国際交流プラザ 5 階小会議室

※ 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。

☆ 先輩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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＊「浪華本染め」が国の伝統工芸品に指定！【 堺注染和晒興行会 理事長 北山 雅啓 】

注染とは明治時代に模様手拭を量産化

する目的で大阪にて開発された、日本固有

の染めの技法です。布の染めない部分に型

紙（伊勢型紙）で防御しながら防染糊をヘ

ラでこするようにつけて、その作業を繰り

返しながら布をジャバラ状に幾重にも重

ねます。そして防染糊で土手を作ってその

内側に染料を注ぎながら真空引きし、一気

に上から下まで重ねて染め上げる技法で

す。

液体の染料が布の糸の芯まで染まるた

め、繊細な図柄や鮮明な発色で裏表なく染

め上げることができます。また職人の経験

や熟練した技により差し分けやボカシなど注染ならではの風合いのある染め上がりになります。現

在は手ぬぐい、ゆかたのほか日傘やアロハシャツ、コースターなど各種日用品に用途は広がってい

ます。

和晒は、堺では江戸時代から石津川の豊富な水を利用して発展してきたもので、日本独特の小巾

木綿を主に加工しています。最盛期には石津川に沿って数十軒の工場がたちならんでいました。現

在でも７軒の和晒工場があり、この７軒で全国の 90%以上が生産されています。堺の注染は、17 世

紀に和晒に必要な水と自然の日光に晒すための広い土地という自然条件と、泉州特産の綿織物が大

阪の問屋に流れる中間に位置したことから、石津川沿いの津久野、毛穴（ｹﾅ）地域に和晒の産業が

興りました。第二次大戦の戦火により、大阪市内にあったゆかたの注染業界が和晒の産地である堺

に移転をし、手ぬぐいやゆかたが産業として堺の地に根付きました。

このような素晴らしい伝統工芸である注染ですが、近年では職人の高齢化により後継者不足が深

刻な状況になっています。そんな中、行政（堺市）の協力で「堺注染職人養成道場」が開設され 7

名が職人として染工場に働いています。

また、堺注染和晒興業会には、晒、注染の他に、伝統工芸品には指定されていませんがロール捺

染という技法を用いる非常に珍しい機械（日本全体で 10 機程度しかない）を持っている工場があ

ります。こういった織物、染物について最初から最後までできる素晴らしい地元堺の毛穴、津久野

に愛着を感じて欲しいと思います。

今回の伝統産業指定によって、今後今まで以上に「浪華本染め」に注目が集まることが予想され

ます。「浪華本染め」の魅力をより多くの方に知っていただくため、注染の見学や染体験などを行

なっていきたいと思います。

特集：堺の伝統産業を紡ぐ

堺の伝統産業を紹介するコーナー、今回紹介する伝統産業は「注染・和晒」の 2 回目です。

長い歴史を持っている「注染・和晒」の製品が、昨年（令和元年）11 月 20 日に経済産業大

臣から「浪華本染め」として「国の伝統的工芸品」の指定を受けました。その製造技術や歴史

、またこれからの見通し等について、堺注染和晒興業会理事長の北山雅啓さんからお伝えいた

だきます。
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《 あ・ら・かると 》南 区 探 訪

＊上神谷（にわだに）のいわれと風習、行事など            【 槇 静一 】

上神谷はその昔、和泉国大鳥郡上神郷（ｲｽﾞﾐﾉｸﾆｵｵﾄﾘﾉｺｵﾘﾆﾜﾉｻﾄ）と呼ばれていました。大鳥郡とい

うのは、日本武尊が亡くなったとき、大人８人が手を広げた大きさの白鳥となって空を飛び、今の大

鳥神社に舞い降りたので付けられた名前です。

この白鳥は、まず鉢ヶ峯に降り、富蔵山の上を飛んで大鳥に降りたと伝えられていて、上神谷に関

係の深い鳥です。大鳥神社の古い記録に大鳥神社に供える榊を取るところとして、上神郷の八が峯（ﾊ

ﾁｶﾞﾐﾈ）、富坐峯(ﾄｸﾗﾉﾐﾈ)が挙げられています。

この大鳥郡には 10 の郷と荘があり、その中の上神郷(ｶﾐﾐﾜﾉｻﾄ)が上神谷(ﾆﾜﾀﾞﾆ)です。上神郷とい

う名は、平安時代にできた「和妙抄」にも載っている古い名前で、それには「大鳥郡上神郷」と書い

てあります。この「ミワ」が変わって「ニワ」となりました。隣の美木多は、古くは和田郷（ニキノ

サト）と言っていたのが「ニキタ」が変わって「ミキタ」となったのですが、ちょうど「ミ」と「ニ」

が入れ替わる事になりました。今回は、上神谷の悠久の歴史の一部をご案内致します。

【こおどり】    

南区片蔵の櫻井神社に五穀豊穣を祈り奉納される踊りで

す。もともとは、鉢ヶ峯の氏神だった國神社の雨乞いの神

事だったと思われます。昭和 47 年に国の無形民俗文化財に

指定されています。

乞い踊り、鼓踊り、子踊りなど色々な解釈があります。

江戸時代の古文書に「こうどり歌」と書かれています。子

踊りの歌は鎌倉踊り、あひき踊り、やかた踊り、若衆踊り、

四季踊り、船形踊り、具足踊り、御山踊り、しのび踊りの

９種類があります。現在奉納されているのは、鎌倉踊り、

あひき踊り、やかた踊り、四季踊りの４種類です。

【氏子入り】

  村の氏神（鎮守）の氏子になること。多くは生後１ヶ月前後に初めて宮参りすることで、村の一

員として認められると言う意味がありました。さらに７歳の祝いの宮参りによって、改めて氏子入

りをすると言う習慣もありました。＜七つまでは神のうち＞と言って７歳の祝いは幼年期が終わり

社会生活に入る関門として重視され、この時に氏子入りをして宮座帳に登録されました。明治初期

には７歳になると神主が氏子札を出す制度がありました。多くの神社で行われていましたが近年少

なくなりました。櫻井神社では上神谷祭礼の日に行っています。

【新棚（ｱﾗﾀﾅ）さん】

  故人が初めて迎える盆は「初盆」「新盆」と呼ばれ、四十九日の忌明け法要が終わってから最初

に迎える盆をさします。お盆が 13 日～15 日なのに対し、初盆は 7 日～15 日までに行います。（畑

地区では８月 11 日に初盆のお宅にお供えを届けます）

【御茶湯】

  新棚の仏前に捧げる茶のこと。多くは、天目台（天目茶碗をのせる台。茶碗とともに中国から渡

来した）にのせた天目茶碗を用いて執り行われていた。湯を入れた中に抹茶を落とし茶筌で攪拌し
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ない。（畑地区では８月 13 日の夕方から初盆のお宅を訪問しお詣りします）

【だんじり】          

上神谷祭礼（毎年 10 月５日に近い日曜日）のとき、「こお

どり」の奉納と共に泉田中・片蔵・釜室・栂・豊田の５台が

櫻井神社に宮入します。岸和田型が多い中、泉田中のだんじ

りは唯一堺型です。

【いのこ】              

米の収穫が無事終わったことを祝い、健康祈願、無病息災、

諸悪を払う行事。旧暦 10 月に神々が出雲に集まるときに、亥の

子の神だけは参加せずに村人たちと豊作を祝う祭りをしたと伝

えられています。子どもたちが夕方、稲わらで作った「いのこ

槌」を持って村内を一軒一軒回り「いのこの歌」を歌いながら

お小遣いを頂きます。歌は村ごとによって違います。鉢ケ峯の

歌が一番長くここで一部を歌いましょう。

♪いわいましょ一の たわら ふんまえて。 二は、にっこ

り わろて。 三は、さけ つくって。 四つ、よのなか よいように。 五つ、いつもの ごうと

くに。♪と十番まで続きます。

【地蔵盆】                   

関西地域を中心に行われるもので、平安時代以降に阿弥陀

信仰と結びつき、地蔵信仰が民間に広がり、道祖神と同じよ

うに村を守る役割を持つようになりました。地獄の鬼から子

どもを救うとして子どもの守護神ともなり現在に至っていま

す。（畑地区では毎年８月 23 日に行われます）

【天高稲荷神社】

南区豊田（桜珈琲の北 30ｍ）に位置し、伏見稲荷より勧請

(ｶﾝｼﾞｮｳ)⇒神仏の分身、分霊を他の地に移して祭るとされた

稲荷神社で倉稲魂命(ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉﾐｺ)⇒ウカはうけ（食）の音変化

で食物、特に稲の神霊）を祀る神社です。

「上神谷の天高さん」の愛称で呼ばれています。小さな祠と

45 基の朱色の鳥居が建っています。
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【畑のお宮さん（八幡宮・天祖神社）】

明治 41 年（1908）３月５日に櫻井神社に合祀されましたが、

小さな祠と立派な鳥居が有り、今でも地域の人々に大切に祀

られています。御祭神は誉田別命(ﾎﾑﾀﾜｹﾉﾐｺﾄ)＝応神天皇､天

照大御神(ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ)です。

八幡宮の南には阿弥陀寺というお寺があったようです。八

幡神社の神宮寺であったと思われますが、明治時代廃寺とな

りました。

お宮さんの北東側の斜面に、寺下の苗字の家が有りお寺が

存在した名残りと思われます。（大晦日に、ぜんざいとお神酒を振舞って年越しのお祀りをしていま

す）

【黄金色の棚田とニュータウン】

上神谷米が特に美味しい理由は、上神谷は石津川（堺で始

まり堺で終わる唯一の河川）の最上流に位置し、汚れた排水

が入らず池も山池で雨水などきれいな水で育っているからで

す。上神谷はかつて米どころで江戸時代から昭和初期までは、

上神谷の米と大浜の水で作ったお酒が海を越え北海道や海外

で売られていましたが、人口増加や工業化とともに水質が悪

化して廃れました。それが今、大阪の気候にぴったりのコシ

ヒカリ系統の 新しい品種「ヒノヒカリ」が、恵まれた水と土

で育てられ「上神谷米」として復活しました。まだまだ限ら

れた田んぼで栽培され収穫量も多くない貴重な米です。「冷めても美味しい。冷めた方がより美味し

い」と言われています。

【屋 号】

よしべ（え）どん、じょんど（ん）、きゅうらいど（ん）、いちまっとん、いへどん、じょのこし、

ばばんだ、じんべどん、まごべ（え）、ぶよんど、なかよんどん（なか与）、やそべ、むかいちょう、

やないどん、きっちょどん、くまはん、こまきっどん、うまちゃん、あたらし、かわらや、ちょう

べさん、さらえんどん、しんだち

悠久の歴史のある上神谷地区では、苗字以外の「屋号」で呼ばれる風習が残っています。近年は

耳にする事が少なくなりましたが、苗字の無い時代に親しみを込めたり、職業を現したりしていた

ようです。

【上神谷戎のチラシ】

  櫻井神社戎祭りチラシのえべっさんが鯛を抱きかかえている絵は、堺区の木綿卸問屋の家に生ま

れた画家の岸谷勢蔵（1899～1980）の作品です。岸谷勢蔵は風景画だけでなく、当時の生活も描い

ています。堺の小さな家では、カマドは土間ではなく板間に置いていたという大発見も岸谷勢蔵の

絵からわかりました。岸谷勢蔵は、堺市から依頼されて戦争末期（1944）に建物疎開を行う前の宿

院の景観を描き残しています。堺は大空襲（1945 年７月 10 日）で壊滅的な被害を被りました。こ

の時の絵が戦前の堺を知る貴重な記録になっています。また、岸谷勢蔵は戦時中、妻の実家の片蔵

に疎開していて上神谷と深い結びつきがあります。

（終)



ＮＰＯ法人 堺観光ボランティア協会ニュース 2月号 2020年（令和2年）2月1日発行 （273号）

17

《 トピックス １ 》

＊会員交流会「岩出・紀の川コース」に参加して         【 菊谷 すみ子 】

         

希望者多数だった 12 月の交流会、参加をお譲り下

さった方々、ご準備下さった方々に心より感謝いたし

ます。

当日の見学コースは、一乗閣、ねごろ歴史資料館、

根来寺、岩出市民俗資料館、道の駅青洲の里「春林軒」

でした。案内してくださった「いわで語り部」のおひ

とりは堺まつりに根来鉄砲隊として 30 年参加いただ

いている方でした。

根来寺紅葉谷は錦絵のように美しく、名勝庭園を眺

めた後にいただいた精進料理も格別でした。冬至の季

節に丁度いい柚子をお土産に買い、帰路の車中は自己紹介と泉佐野の案内で盛り上がりました。

それではクイズ形式で、当地をご紹介いたします。

さて皆さま、次の文章のうち、明らかに間違っているも

のはどれでしょう。

① 旧和歌山県議会議事堂一乗閣は現存する木造和風意匠

の議事堂としては日本最古であり、根来寺の山号「一乗

山」に因んで一乗閣と命名された。平成 28 年にもここ

で議会が開かれたことがある。なお、平成 29 年に重要

文化財となった。

② 根来寺は平安時代後期に、高野山の学僧でもあった覚鑁

（ｶｸﾊﾞﾝ）上人により開かれ、学問探求の場として、鳥

羽上皇の庇護を受けて隆盛した。中世の根来寺境内を描

いた絵図には、300～400 の院家（ｲﾝｹﾞ）が描かれてお

り、多数の学僧を抱えていた。

③ 根来寺の大塔（国宝・1547 年建立）は国内最大の木造

の多宝塔で、下層が四角、上層が円形になっており、中

に入って拝観することができる。漆喰の亀腹に夕焼けが映る景色は絶景である。高野山の根本大

塔よりは 8.5 メートル低い。

④ 日本への鉄砲伝来ルートは複数あったことが分かってきているが、「鉄砲記」、「鉄砲由緒書」には、

津田監物が種子島から根来に持ち帰ったと記されており、根来にも鉄砲隊が作られた。

⑤ 医聖華岡青洲が、まんだらげ（チョウセンアサガオ）等の漢方薬から麻酔薬「通仙散」を完成さ

せ、世界初の全身麻酔下での乳癌摘出手術に成功したのは 1804 年であった。その年の暮れに、ア

メリカでジエチルエーテルを使った全身麻酔手術が成功した。

＜クイズの答え＞

明らかな間違いは、⑤西洋初の全身麻酔手術成功は 1846 年。青洲先生の手術から 40 年以上後の

ことです。

根来寺大塔

ねごろ歴史資料館
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《 トピックス ２ 》

＊出前授業の報告                       【 谷川 正知 】

今年度の事業部の方針では「華美芝居などを通して、一人でも多くの子供たちに、自分たちの町“堺”

の素晴らしさを知ってもらい誇りや愛着を持っ

てもらおう」という１項が設けられました。私達

は百舌鳥・古市古墳群が世界遺産に認定された令

和元年こそ、そのチャンスだととらえ「子ども堺

学サポーター制度」を使っていくつかの学校に働

きかけたところ、応じて下さる学校があり、出前

授業の形で実施してまいりました。

授業の内容は、堺の古墳が世界遺産になったこ

とから、その中心的な古墳：仁徳天皇陵古墳につ

いて学習する。

1．きつね山古墳についての華美芝居   

2．仁徳天皇陵古墳のすごさ

3．その作り方（設計、墳丘作り、葺石はり、はにわ作りと設置・石室・石棺作り）

4．約 1600 年もの間、大事にされ受けつがれてきたこと

5．まとめ     という順序で授業を進め、熱心に聞いて貰い、質問を受けたりしました。

昨年 12 月 16 日に東三国ヶ丘小学校６年生に行った授業の後、感想文を貰いました。それらから、

いくつかを紹介しますと（原文のまま）、

Ａ．私が今日、古墳の勉強で学んだことは、古墳のすばらしさと、この堺に世界遺産があって、す

ごい実感できたことです。古墳には農民たちの努力が形となって表されたものだと思います。お

墓なのに、こんなに大きくて、日本一、世界一というのはとてもすごいことだと思いました。私

は世界遺産がこの堺に、こんな近くにあるというのがまだ実感がなかったのに、お話を聞いて古

墳のことを知って実感がわきました。

Ｂ．わたしは、今日古墳の話を聞いて、古

墳にはたくさんの人がひつようで、せっ

けい図を作ってから、とても重い土をは

こんで、それより重い石をはこんで、そ

れよりもっと重い何トンもある石を自

分たちのちえを使ってはこんでいると

ころがすごいと思いました。

キツネのお墓は、キツネのおんがえし

でその人をすくったという感じがする

話があり、とてもすごかったです。

Ｃ．百舌鳥・古市古墳群が世界遺産に登録されたのは知っていたけど、人々にわかってもらえるほ

どの知識はなかったので今日学べてよかったです。古墳を造る時のかかった年月と労働者の人数

にはおどろきました。「古墳の作り方」にあった”修羅“を一度見たことがあって、何に使うの
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かなと思っていた疑問がなくなりました。これからの古墳は、日本の宝をこえて世界の宝になる

ので、堺の人々として古墳を守っていきたいと思いました。古墳の知識が一層深まったのでうれ

しいです。

Ｄ．私は今日の授業で、堺市をほこりに思いました。大昔の人々は、信じられないほどの年月をか

けてあんな大きな古墳を造ったことに、人々の大王への敬意がすごく伝わってきます。特に印象

に残ったのは、しゃ面に石をふく作業です。一つ一つ手作業で石をのせていくという労働のしん

どさを想像して気が遠くなりました。世界遺産に登録されて当然の価値だと思いました。

Ｅ．私たちの家の近くにあって、よく聞いたり見たり、あるのが当たり前のように感じていたけれ

ど、今回の話を聞いて、古墳はとても大切で、昔の人々がすごく大きいものなのに全て人の力で

いっしょうけんめい作って、守り、うけついでくれたものなんだとわかりました。古墳の作られ

方も絵や写真を使って説明して下さったのでとてもよくわかりました。今日はじめて知ったこと、

おどろいたこと、分かったことを思い出しながらまた古墳を見に行きたいと思います。とても面

白いお話、ありがとうございました。

等々、古墳に興味を持ち、誇りに思ってくれたようでした。私達も嬉しくなりました。

《 トピックス ３ 》

＊第 35 回「堺新発見ツアー」に参加して             【 弘瀬 俊子 】

2020 年１月 19 日（日）実施の「堺新発見ツアー」に、私達平成 10 年度に堺観光ボランティア協

会に入会したメンバー８名で参加しました。

今は現役会員３名ながら、当時は一気に 30 名程の入会で活気あるグループでした。

久々の再会で、旧交を温めながらのハイキングとなりました。泉ヶ丘駅から始まる緑道は緩やかな

坂道、自然あふれる中をゆったりとウォークしていきます。そしてまず多治速比売神社到着。担当ガ

イドの軽妙なおしゃべりで「ヘェー、そうだった・・・」と、お互い眠りかけていた知識を再認識す

る機会ともなりました。

そして今回のメインイベント「福徳寺の火渡り」。小谷城

址の少し北、山の中腹にその寺はありました。年の初めの

大切な行事とあって参拝の人々で大にぎわい。その広い境

内の中央で、緑濃いヒバの木枝を焼く白い煙が立ち登りま

す。太鼓の音と僧侶の唱える般若心経が私の心にしみわた

り、今年一年の無病息災を祈る思いをかき立てられました。

私も１本の白木をもって列に並び、まずは燃え盛る炎の中

に祈りを込めて投げ入れました。そして火力がおさまった

頃、いよいよ素足で、まだまだ熱い火の上を渡って行くの

です。まずは行者さんが走るように火の粉を蹴散らしながら・・・。何回かそれを繰り返した後は、

一般の参拝客が列をなし、素足になって渡って行きました。大行列になったころ、私もと並びました

が、集合時間に間に合わず断念。「来年こそは絶対に素足で渡るぞ！」と心に決めて帰路につきまし

た。

福徳寺様、御接待の檀家の皆様、初めて行った私達にまで色々ご馳走いただき、お土産まで頂戴し

て本当にありがとうございました。





（件数）

月／日

１２／　　３ 運営委員会議　　於：　総合福祉会館 25 名

17 観光情報連絡会　　　於：　市役所 7 名

18 会員交流会　（和歌山県　紀の川コース） 47 名

16 協会の部長会議　（正副理事長と各部長） 12 名

　　　　　　案内所ガイド以外の主な活動　　計　　　　　　　　　　　　　91 名

活動人員　　　　そ　の　他　活　動  の　主　な　内　容　　　　
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ツアーガイド実施報告
2019年(令和元年)12月度

[　2020年(令和２年)2月１日　発行　]



日 曜 団体名 時間 人数

岸和田高校同窓会女子会
9:30
17:00 18 呉竹

JR東海ツアーズ５０＋
 大阪百舌鳥・古市古墳群と路面電車の旅

15：40
17：1０ 32 井藤 大橋

南紀観光ホールディングス
「ふれあいツアー」

13:30
14:10 40 松本潤 杉本

観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」　（A)

 9:50
13:00

6 西川

ウイングツアー
「桜丘訪問看護ステーション」

9：50
13：20

20 川上由

奈良フレンドシップフォース
10：00
15：50 17 弘瀬

鳴松会　堺支部
10：00
12：00 11 小川正

　史の会
9：30
16：10 12 田辺

白浜中央公民館椿分館
9：50
11：30 21 藤井英

もずバス
「アルフォンス・ミュシャ特別コース」

9：20
15：30 6 川上浩

堺市企画部
「水素カート走行実証」

10:00
16:30 25 A細谷 P小出

庭代台ガーデンハウス自治会
9:30
12:00 25 高三 奥野

山陽バス観光センター
「トラストツアー堺探訪の旅」

10:30
16:00 30 渡辺和 橋本要

観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」　（B）

 9:50
13:00 4 山端

南紀観光ホールディングス田辺営業所
　田辺小売酒販組合女性部

9：50
11：40

33 土山 久野

井藤 上野 西辻 浅倉

森継 小川喜 荻野 加藤

川上浩 田辺

日本旅行大阪法人営業支店
「鯰江中学校ＰＴＡ」

13:４５
15:４５ 36 西岡英 岡崎

３ 火

１２月度ガイド実施報告書
担当ガイド 行程　（ガイド先）

仁徳 博物館ＶＲ　妙國　利休屋敷　利晶の杜
 妙國寺

展望ﾛﾋﾞｰ　仁徳陵　博物館

仁徳陵

仁徳陵　平成の森　履中ビュー　いたすけ
御廟山　博物館

仁徳陵　　博物館

展望ロビー　仁徳陵　博物館　利晶の杜

利晶の杜　南宗寺　山口家　伝産　展望ロビ―

仁徳陵　博物館

利晶の杜　仁徳陵　伸庵

博物館　履中ビュー　御廟　ニサンザイ
展望ロビー　妙國寺　伝産　利休屋敷

アルフォンス・ミュシャ館　方違神社　江久庵

仁徳陵
展望ロビー

※今回は、初めての方が多かったので、一ヶ所一ヶ所じっくり丁寧にご案内しました。VR体験は、もう少し長く見たかったのと感想がありまし
た。

※JR東海の募集型で、東京・静岡・名古屋などからのお客様。古市古墳群を回ってからの百舌鳥古墳群ということで、博物館での展示を熱心
に見学されていました。古墳時代だけでなく、中世の堺の展示も楽しんで見学されていました。

※和歌山からの募集型ツアー。関空見学の後、仁徳陵に寄り、吉本新喜劇へ行かれるとの事で、短い時間のご案内。
 「今度はもっとゆっくり来ます」と言われました。

※早朝に東京から飛行機で来られた女性6人組。「ガイドが付いて細かく案内してくれてうれしかった。」と。
 今日は、堺泊りで、明日は、旧市街を堪能します。との事です。

※若い方が多く元気な皆様でしたが、昼食時間が13時30分からという事で、後半は、お客様は大変空腹になられ、子供さん連れもおられて気
を使いました。

※堺の名所、名店に詳しい皆様で「かん袋や南曜堂」を見つけて、コース以外にお買い物の立ち寄り追加等あり移動に苦労しましたが、お客
様の要求は100％満たせ、無事に終えました。

※毎年恒例でガイドをさせて頂いている武庫川女子大のOG会。今回は、堺が誇る美術コレクションのミュシャ館を学芸員の解説と、方違神社
と江久庵の３階テラスから反正陵を拝見。色々な話題を作って楽しく回って頂きました。

※歴史好きの東京からのお客様。古墳めぐりと堺市内の歴史スポットを見学。健脚そろいの皆様で19,000歩超を歩きました。

展望ロビー　仁徳陵　利晶の杜　利休屋敷跡
　伝産会館

※地元自治会のレクリエーションの案内。同じ自治会の方々で、普段とは違った緊張感もありましたが、皆さん、楽しんで頂けたようでした。普
段泉北に住んでいて、旧堺市内を知る方が少なかったので、興味深く聞き入っておられました。南区ウォークも提案しておきました。

※比較的余裕を持ったスケジュールの組み立てで、じっくりご案内できました。楽しんで頂いたと思います。

※岩手県から大阪在住の娘夫婦と古墳めぐりに来られました。仁徳天皇陵古墳の大きい事に感嘆・・いたすけ古墳では、タヌキの日向ぼっこ
を見て心が和むと喜んでいました。

※能登半島　珠洲市から朝6時発で来られました。遅れて来られたので、忙しい案内になりましたが、仁徳陵の広さと展望ロビーの景観には、
十分満足頂いたと思います。

※早朝からのご旅行で、「堺はきれいな所やねえ」と感心されていました。大仙公園の雰囲気に喜んでいました。

※中学校のPTAの方々で若いお母さんが多くおられました。展望ロビーでは、四方の眺めに興味を示されていました。仁徳天皇陵古墳と博物
館では、世界遺産のことを熱心に案内を聞いておられました。

大仙公園
いこいの広場

仁徳陵　博物館　利晶の杜　ミュシャ館

展望ロビー　郷田商店　開口神社　晶子生家跡
利晶の杜　利休屋敷跡

仁徳陵　平成の森　履中ビュー　いたすけ
御廟山　博物館

JTB金沢支店
石川県神社庁

13：30
15：30

215
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２ 月
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※白浜の椿温泉のある公民館の皆様のガイド。短時間でしたが、熱心に耳を傾けて頂き良いコミュニケーションが出来ました。
久しぶりに和歌山弁に接し和やかなひと時となりました。

※アルフォンス・ミュシャファンの皆様。ゆったりと観覧されました。

※堺市のSDGｓの一環事業としての水素カート走行実証。ゴルフ場のカートのような車に同乗して大仙公園を25分で一周。
水素カートは珍しく公園内でも注目の的でした。
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ウイングツアー
「ＪＰ労組退職者の会」

10：00
14：30 34 澤井 西本

豊鉄観光サービス
「豊橋市更生保護女性会」

14：00
17：20 43 林茂 西井

Ａｎｇｅｌｔｉｐ
10：00
16:00

15 川上浩

有明東小学校同窓会
9：40
16：15

8 中村博

橿原市観光協会
ボランティアガイド県外研修

13：30
16：30

30 田辺 川上由

JTB鹿児島教育旅行センター
種子島中央高校

９:30
11：20

32 加藤 國領

ビッグアイ　ファムツアー
10：00
15：40

27 森口

ダイキントラベル
ダイキンHVACソリュ―ジョン北陸

12：45
14：１０

12 古川

ビッグアイ　共働機構
15：00
20：00

100 福井 辻中 浅倉

日本レジャーサービス
津市一志地区ボランティア連絡会

13：15
16：30

32 川上浩 宮尾

クラブツーリズム九州
「コース92870-102」

10：40
13：00

17 川上由

宝来　紀子様
9：30
12：40

2 山下昇

読売旅行読売旅行松山営業所
「年末懇親ツアー」

10：25
11：45

21 山田豊

海部観光
阿南那賀地区保護司会

9：45
11：30

18 江川栄

名鉄観光サービス浜松支店
「東海文化専門学校」

9：30
12：00

34 橋本要 小川喜

クラブツーリズム九州
「コース92870-102」

9：２０
11：２０

17 川上由

墨水会
10：00
12：00

12 國領 小川正

６ 金

３ 火
※年配の方がほとんどでしたが耳を傾けて静かに聞いてくれた。アルコールが入っていてもそれを感じさせない紳士淑女でした。

博物館　仁徳陵　展望ロビー　利晶の杜

仁徳陵　博物館　履中陵ビュー　いたすけ
御廟山

御廟山　いたすけ　履中陵　博物館　仁徳陵

博物館　仁徳陵　仁徳陵一周

履中ビュー　ニサンザイ　いたすけ
御廟山　もず庵

※高校生の修学旅行でＵＳＪを楽しみにされていましたので、添乗員からも要請があり早めに進めましたが先生はかなり熱心に見て回られ、堺
の歴史に大いに興味を持たれた様でした。

※一泊二日目の二日目、百舌鳥古墳群の名物古墳４基を見学、前日の空からの風景を思い出したいただくよう説明しました。皆さん大変喜ん
で、次の古市古墳群に向かわれました。

※東京隅田川高校の卒業生で関西在住の親睦会の皆様。いつもは昼食会だけですが世界遺産の百舌鳥古墳群を見てみようとタクシー２台
に分かれて案内、世界遺産の価値が良く分かったとご満足でした。

仁徳陵　博物館　展望ロビ―

展望ロビ‐　利晶の杜　利休屋敷跡
伝産会館　仁徳陵

※横浜からの熟年ご夫婦で、海外・国内旅行を多く経験された方でした。昨日は各寺院中心、今日は古墳巡りと堺を満喫されて帰られまし
た。

※到着が遅れた為博物館を先に案内しＶＲ体験しました。その後の拝所前では良く分かったとの感想。

※仁徳陵・博物館・ＶＲの三点セットで見学したので、世界遺産の価値が良く分かったと喜んでおられました。

展望ロビー　伸庵　博物館　履中陵ビュー
仁徳陵

仁徳陵　博物館　もず庵

※同じ観光ボランティアの皆様、想定外の古墳知識はさながら討論会の様相を呈しました。

※アクセシブルツーリズム（障がい者や高齢の方々、誰もが旅を楽しめることを目指す取り組み）に参加された関西一円の旅行代理店等案
内、堺の奥深い歴史の入り口をお伝えしました。さっそく2月にツアーを予定して頂きました。

※ダイキンとその代理店の方々で全員が現役のビジネスマンだったので速足で歩き、バスの到着が少し遅れたがＶＲに間に合いました。前日
に代表者様に挨拶できていたのが良かったです。

※アクセシブルツーリズム　トーク＆レセプションで展示ブースで堺を代表する施設や商品・お店の歴史等紹介、誰もが楽しく旅行をしようとい
うテーマで堺を身近に感じて頂くためのイベントでした。

※津市からのお客様で、午前中は研修、その開放感もあり存分に楽しまれた。「今日は時間が足りなかったので、また来たい」との感想。

展望ロビー　伸庵　博物館VR　仁徳
利晶の杜　伝産会館

利晶の杜　利休屋敷　南宗寺　ニサンザイ
博物館　伸庵　仁徳陵　伝産会館

仁徳陵　日本庭園　南宗寺　利晶の杜

博物館　伸庵　仁徳陵　伝産会館　展望ロビー

仁徳陵　博物館

仁徳陵　博物館VR

※到着が遅れたため大仙陵で暗くならない様ルートを変更して案内しました。利晶の杜でお見送りをしたときは真っ黒でした。

※青雲荘のマイクロバスで日本庭園まで迎えにきてくれ、食後は南宗寺まで送ってもらいました。食事中も終始賑やかに楽しんで頂けました。

※堺在住の卒業生が九州の有明海の小学校の同窓会を誘致して実現し。案内を熱心に聞き、堺の歴史と文化が良く分かったと言って頂き感
謝です。

※種子島の高校生の修学旅行、種子島には古墳が無く、本物の古墳を見るのは初めてで興味は持たれた様でした。元気一杯の若者のパ
ワーをいただきました。

博物館VR　仁徳陵

国際障害者交流センター　（ビッグアイ）

※一泊二日の初日、仁徳陵と古墳群を勉強後に八尾飛行場へというコースでした。「空から見たらこうです！」と航空写真を見せながらの説明
にみなさま納得し、元気に八尾飛行場へと向かわれました。

４ 水

５ 木
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長田奈々美様
10：00
13:00 3 若槻

大阪気楽会
10：00
13：00 5 長江

福鉄観光社
「ふくてつエンゼルツアー」

12：00
15:30

29 樽野 竹原

伊藤　博和様
10:00
13:00 2 野澤

堺観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」

9：50
12：55

4 安田

山陽バス観光センター
「トラストツアー堺探訪の旅」

10:30
16:00 28 小出 木村義

堺観光コンベンション協会
「もずバスＡー００4」

13:30
16:30

2 井藤

堺観光コンベンション協会
JR百舌鳥古墳群めぐり

10:30
12:30

17 寺口 石川幸

京都観照会
10：30
15：35

21 奥野

１２月の堺自転車ツアー
9：00
12：00

2 柴田友

スポーツクラブ21よかわ連絡会
9：30
15：00

20 金谷

阪急交通社
「七つの世界遺産」

11：40
14：10

20 小出

農協観光中四国統轄事業部
「手ぶら会」

10：30
11：20

15 牧

中井真理　様
10：00
17：30

1 唄

クラブツーリズム第２国内旅行セン
ター
「セスナ遊覧と大阪名所決定版」

11：30
12：30

34 加藤 梶原

クラブツーリズムスポーツ旅行部
「堺古墳・飛鳥路・山の辺ﾊｲｷﾝｸﾞ」

12：50
15：20 14 田辺

６ 金

９ 月

展望ロビ－　永山　仁徳西側　履中ビュー
仁徳陵

南宗寺　伝産会館　妙國寺

仁徳陵　履中陵　いたすけ　御廟山
ニサンザイ　反正陵　展望ロビー

展望ロビー　方違神社　反正陵　博物館
履中陵ビュー　仁徳陵

仁徳陵　日本庭園　博物館　展望ロビー
南宗寺　利休屋敷跡　利晶の杜

展望ロビ－　利晶の杜

※福井県越前市からのお客様。皆様健脚でご案内をきちんと聞いて下さり何でも吸収しようという方々でした。

※歴史好きの方で、ガイドの案内を良く理解され、沢山質問をして頂きました。楽しいガイドが出来ました。

※天気に恵まれて紅葉を眺めての古墳めぐりはゆったりとされての見学となり、小学５年生の女子に博物館で金銅製の鎧・冑の着用を進め装
着すると、その重さや体感にビックリされたが楽しかったとの事。

※募集型のツアーで皆さんそれなりに興味のある方々で、熱心に話を聞いて頂いた。

※仙台の方、堺とのつながりを話しながら移動。今までに何度か堺を訪れてはいるが、ガイドを受けるのは初めて。魅力あふれる堺にまた来ま
すとの事。

※東京５名、泉南４名　神戸１名で案内もきっちりと聞いて頂けて、お客様からは途切れることなく質問と話しかけがあり、天候も良く楽しくガイド
させていただきました。

御廟山　いたすけ　仁徳陵　反正陵　展望ロビー

仁徳陵　博物館VR　履中ビュ―　いたすけ
御廟山

仁徳陵　仁徳陵東　みくにん広場　妙國寺

※京都在住の方が静岡から実家のご両親を招いて古墳巡り、もず庵でお土産を買ったり茶室を見学してタクシーで展望ロビーへ。タクシーを
呼ぶタイミングの難しさを知りました。

※高齢者大学のお仲間５人で堺めぐり。何事にも興味を示され、妙國寺の案内はとても喜ばれ、再度別の仲間と来たいと。途中の行程で晶子
生家跡や利休屋敷跡も追加でご案内し、目いっぱいの時間でご案内しました。

※履中ビューでJCOMの撮影がありお客様が参加、ここではPADによるＶＲは好評でした。今日のお客様は健脚の方達でしたので、撮影で遅
れても挽回が容易でした。半日で効率よく古墳巡りが出来る自転車ツアーはもっとPRすべきと思いました。

※三木市からのお客様。古墳の知識を得ようと訪れられ、体感を味わうために古墳巡りに参加。大きさ・多さに改めてビックリ!仁徳陵拝所前で
タヌキ様に遭遇し、楽しまれて帰宅の途へ。

展望ロビー　仁徳陵　博物館VR　利晶の杜

仁徳陵　平成の森　履中陵ビュー　いたすけ
御廟山　博物館

※国家試験のガイド資格を持った方で来週１６日に米国人２人を案内するための下見として来堺。相談しながら外国人の興味を持ちそうな場
所を選び進行する。名産品の刃物の歴史やお茶の文化について説明すると、新しい発見があったようで十分満足して頂けたようでした。

※東京からのお客様で東京からの空の旅も眺めが良く堺も天気が良かったので、古墳が綺麗に見え八尾空港へ向かわれました。

※前日は「飛鳥・山の辺の道」を楽しまれ、今日の古墳群の道も堪能して頂きました。

仁徳陵　大仙公園

７ 土

8 日

南宗寺　清学院　七町散策　山口家　伝産会館

慧海像　薫主堂　鉄砲鍛冶　山口家住宅　月蔵寺
本願寺堺別院　妙國寺　利晶の杜　利休屋敷跡

※短い時間でしたが堺のすばらしさを知って頂いた。９３歳の方も東京から参加され、お元気な方々でした。

※予定の時間より早めに着いて頂けたので２１階を少しゆっくり案内出来た。短い時間だったが和やかに楽しんで頂けた。

御廟山　いたすけ　履中陵　大仙公園　仁徳陵

展望ロビー

※５０年以上の歴史を持つ団体で、今回が６０７回目との事。せっかくの堺なので時間が超過しても構わないので楽しい話をとの事で精一杯務
めさせていただきました。
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日 曜 団体名 時間 人数

１２月度ガイド実施報告書
担当ガイド 行程　（ガイド先）

ＮＰＯ法人 堺観光ボランティア協会ニュース　２月号　　　2020年(令和２年)２月１日　発行
2019年(令和元年)12月度　ツアーガイド実施報告

読売旅行読売旅行松山営業所
「年末懇親ツアー」

10：20
11：50 21 箕野

堺観光コンベンション協会
「観光タクシーで巡る百舌鳥古墳群2
時間コース」

9:50
12:30 3 小川喜

クラブツーリズム第２国内旅行セン
ター「セスナ遊覧と大阪名所決定版」

11：30
12：30

36 木村義 石川幸

㈲いそ旅行
「旅行友の会」

14：00
16：15

27 弘瀬

堺民事調停協和会
13:00
16:30

17 川上浩

愛媛バス
「今治地区更生保護女性会」

15：20
17：10

28 丸山英 寺口

８８観光
「軽里なごみ会」

９：０５
１２：０５ 31 木村義 荻野

東北設備設計事務所
ダイキン福祉サービス株式会社

13：15
15：15 4 森口

ONSの会
12：30
15：40 6 野澤

(株)加地テック
18:15
1９：００ 6 西川

「安堵町人権教育推進協議会」
13：00
15：00 15 上野

滋賀観光バス甲西営業センター「フ
レンドツアー太陽の塔内部公開と仁
徳陵」

9：２０
11：00 27 樽野 中川辰

JR東海ツアーズ「５０＋ 大阪百舌鳥・
古市古墳群と路面電車の旅

15:45
17:00

24 澤井

名鉄観光　奈良支店
「平和会健康友の会」

10:00
14:10 51 川上由 久野

一般財団法人
日本国際協力センター関西支所

12：50
14：30 35 高橋律 西辻

名鉄観光　神戸支店
明石市高年クラブ連合会

9：30
14：00 18 岡本匡

９ 月

13 金

※できるだけ歩かず古墳を見たいとのご希望で、ビュースポットでバスを下車そこから博物館までのどかな公園散策をしました。旗塚は登られ
る方もおられ約３０分で７つの古墳を見る事ができ、意外と新しいコースの発見でした。

※今治から日帰りの強行軍で来られました。更正保護施設の支援から子育て支援まで幅広く活動されており、大仙公園巡り半日コースを満喫
して頂けた様です。

※羽曳野市の古市古墳群の地元から来られたお客様で、近くに日本武尊の軽里大塚古墳があり古墳の話で盛り上がりました。共に世界遺産
登録されたされた関係で、お客様は何かと羽曳野市と堺市を比較し「堺は良いな！負けてるな」との発言がありました。

展望ロビ－　妙國寺　博物館　伸庵　仁徳陵

※弁護士や調停委員のOBを中心とした皆様。日本史全体の知識はありましたが堺の事はさほどご存じではなく感激しきり。現役の教授もおら
れ、細かい質問もあり、楽しくｶﾞｲﾄﾞ出来ました。

仁徳陵　大仙公園

御廟山　いたすけ　履中陵　博物館　仁徳陵

仁徳陵　公園内古墳　博物館

博物館VR　仁徳陵

利晶の杜　　仁徳陵

仁徳陵　　博物館

利晶の杜　薫主堂　鉄砲鍛冶屋敷　水野鍛錬所
大寺餅　展望ロビ－　伝産会館

※仙台市から出張で来られ、世界遺産を観たいとの事でした。博物館内の展示物も熱心に見て来られました。堺市の観光スポットをご案内し
たらまた是非とも来たいとの事でした。

※交通渋滞で到着が少し遅れた為、行程を逆にしました。短い時間でしたが天気も良く、公園散策は快適で楽しまれたようです。

※タクシーでの古墳めぐり、道が狭いので難しい所がありました。

※天気も良く最高のセスナ旅になることでしょう。男性１人の参加のお客様が多かったようですが、時間に少し余裕があったので
「もず庵」で土産を買う時間も取れました。

※夜の展望ﾛﾋﾞ－ｶﾞｲﾄﾞ。展望ﾛﾋﾞ－内もきれいにイルミネーションされ、窓から見下ろす町並みもきれいな夜景であっという間に時間が過ぎまし
た。

※堺に関するクイズの解答探しの目的もあり、皆さん非常に熱心に聞いて下さり、バスの中ではクイズの出し合いにもなり和気藹々の案内でし
た。

※「仁徳天皇陵古墳に一度来てみたかった」と言う方が多くいらっしゃいました。博物館ではシアターもご覧になりました。この後は、吹田市の
太陽の塔を見学されるそうです。

※少し早く到着されたので仁徳天皇陵古墳等をしっかり説明する事ができました。博物館ではシアターもご覧出来喜ばれていました。

※四川省の日本語を学ぶ大学生たち。日本語の能力が高く感心しました。ゆっくり話すことを条件に日本語での案内、この内容を中国語で補
足説明する学生、私の冗談を理解し翻訳する大学生もいて、明るく若々しくさわやかなお客様と楽しく過ごさせて頂きました。ただ、彼らが予
想していた日本庭園は、枯山水でした。資料を用意していなかったので、口頭だけの案内でしたが、外国の方へのツアーの場合、南宗寺など
の庭園を付け加えれば喜ばれるのではと思います。

※明石市高年クラブの皆さん。お天気が良く、明石海峡大橋も遠望でき、堺の町の一端にも触れて頂きました。

10 火

利晶の杜　伝産会館　仁徳陵　展望ロビー

展望ﾛﾋﾞｰ　利晶の杜　伝産会館

※同期会のメンバーで、和気あいあいのウォーク。皆様健脚揃いで余裕の時間を持ち、楽しいガイドが出来ました。

※奈良からは、見られない六甲山や淡路島、明石海峡大橋も見られ、皆さん大変喜ばれていました。

百舌鳥八幡宮　御廟山　いたすけ 履中陵
仁徳陵

展望ロビー

仁徳陵　博物館VR

仁徳陵　日本庭園

仁徳陵　博物館

11 水

12 木

履中陵ビュー　博物館　仁徳陵
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公益社団法人
大阪府国際交流財団

12:00
17:00 20 藤井英

㈱農協観光
「山本方面隊」

13：10
15：10

11 大北

古代史探訪会
12：35
16：25

6 土井

田中　斉様
9：10
13：10

2 藤井安

堺観光コンベンション協会
「もずバスＡー００３」

9：20
12：30

2 大橋

和泉観光ボランティアクラブ
13：00
16：30 11 奥野

サンケイツアーズ
「泉州魅力体験モニターツアー」

9:20
12:00 88 土山 林茂 山下昇 中川辰

シニア自然大学校
シニアCITYカレッジ

13：00
15：30 55 辻 大橋 箕野

読売旅行名古屋
　「飛鳥Ⅱ名古屋～神戸ワンナイ
ト・・」

12：40
14：10 8 川上浩

森口 古川 山端 田辺

藤井英 加藤 辻 岡崎

森継 浅川 寺口 ★福島

観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」

9:50
13:00 3 藤井安 ★浅川

観光コンベンション協会
JR百舌鳥古墳群めぐり

10:30
12:30

3 寺口 西岡英

神勢観光
「竜桜会」

10:15
14：40

49 西井健 森継

堺観光コンベンション協会
「もずバスＡー００３」

9：30
12：30

2 國領

堺観光コンベンション協会
「もずバスＡー００4」

13:30
16:30

2 國領

阪急交通社　北陸支店[一度は入り
たい砂蒸し風呂あったか指宿3日間」

9：50
10：30

13 長尾

大橋武敏様
10：30
13:00

4 金谷

13 金

クラブツーリズム
関西テーマ旅行センター
「堺いいとこどりウォーク」

利晶の杜　宿院頓宮　紹鴎屋敷跡　南宗寺

展望ロビー

仁徳陵　博物館ＶＲ　旧燈台　巨大壁画

仁徳陵　伸庵　博物館ＶＲ

展望ロビ―　仁徳陵　茶室庭園　孫大夫山古墳

御廟山　いたすけ　履中陵ビュー　博物館VR
仁徳陵

※金沢、古市、堺からのお客様。和気あいあいと楽しくｶﾞｲﾄﾞをしました。古墳カードの紹介も喜んで頂きました。

※三重県亀山市からの皆様。参加者の中には、４０年ほど前に堺市立商業高校の先生をされていた方もおられ、堺を懐かしんでおいででし
た。皆さん熱心に案内を聞いて頂きました。

※東京都と長崎県のお友達の女性２名の参加でした。巨大壁画に興味を示され、時間をかけてしっかり見学されました。

※鎌倉市から来られたご夫婦の参加でした。山口家の奥座敷にいたく感激されていました。お二人は、歴史に興味をお持ちで、奥様は、鎌倉
市を堺文化遺産登録運動の中心人物とか。中々芯のあるご婦人でした。

もず庵　仁徳陵　履中ビュー　いたすけ　御廟山
博物館

※「古墳がこんなに沢山あるとは思わなかった」と素直の感想を頂きました。質問も頂きました。

※大阪府のボランティア団体の方、大阪府下の行政の方等が参加され有意義な交流を図る事が出来ました。
尚、当日の様子は、大阪日日新聞に掲載されています。

※香川県からのお客様。堺の前は、あべのハルカスで、堺は「霞んで見えなかったのに、展望ロビ－からは良く見える」と。
また、ご案内中、百舌鳥古墳群に関わる色々の質問もありました。

※近畿の古代史の勉強をされている団体。大学で本格的に勉強された方もおられました。最高齢者が私と同じで、日頃から歩くのが大好きと
いう事でした。内容の深い案内と喜んで頂きました。

※浜松からのご夫婦。前日の大阪ドームイベントの後、世界遺産を見たいとの思いで来られました。巨大の古墳に驚かれた後、博物館見学と
VRで古墳築造時代背景をご納得されました。中世堺にも興味を持たれ、次回は、環濠都市堺のガイドを期待されました。

※２００５年設立の和泉観光ボランティアクラブの皆さん。当協会の南区での活動を知りたいとの事でガイドを行った後に、理事長・副理事長参
加で交流会を持ちました。当協会と今後連携を持ちたい意向が伺えました。

※関西各地からの日帰りツアーのお客様。紅葉の盛りを過ぎた大仙公園でしたが、綺麗に整備されていると感心されていました。
この次は、「日本庭園やVR体験にまた来ます」と多くの方から声を頂きました。

※各ポイントで中世堺に生きた人々と時代背景をお伝えし、歴史やお寺、和菓子などの質問に答えながら楽しくｶﾞｲﾄﾞさせて頂きました。堺へ
は、複数回来られた事のある方もあり、堺を良く深く知ろうと熱心さを感じました。

展望ロビ―　博物館VR　履中陵ビュー　仁徳陵

展望ロビ―　仁徳陵　博物館

御廟山　いたすけ　履中陵　大仙公園　仁徳陵

南宗寺　清学院　七まち　山口家　伝産

仁徳陵　博物館　展望ﾛﾋﾞｰ

仁徳陵　博物館ＶＲ　旧燈台　巨大壁画

博物館　伸庵　仁徳陵

マイドームおおさか５F

法道寺　国神社　櫻井神社　　すまいるセンター

※東京からのお客様。町から近くにある古墳群に興味を持たれ、各古墳で写真を撮られ「もずふるカード」をゲットされました。
福井からのご夫婦は、人身事故で遅れたので、２時間コースでご案内しました。

10：00
15：00 143

清学院　鉄砲鍛冶屋敷　山口家　伝産会館
晶子生家跡　利晶の杜　利休屋敷跡
紹鴎屋敷跡　南宗寺　仁徳陵

※クルーズ船で神戸に到着。世界遺産見学ツアー。拝所の入り口で帽子を取り頭を下げて入られた姿に、さすがと感じました。

※京都、兵庫や和歌山から七道駅に現地集合の皆さんと、バスで名古屋からと、九州からフェリー（弾丸ﾂｱｰ）で来られた方々。皆さんと堺の
町約７㎞を内容の濃いウォ－クを楽しみました。

※古墳好きのご夫婦でした。ご案内したすべての古墳を写真に撮られ、案内所で「もずふるカード」をゲットされました。以前に古市古墳群をﾂ
ｱｰで廻ったので、今回は、百舌鳥古墳群を希望されました。

14 土

15 日

18 水

20 金

21 土

22 日
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観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」

9:50
13:00 2 國領

堺東ロータリークラブ（講演会）
12：00
13：30

25 西川

吉口 潔様
13：10
15：40

6 西本

大谷公民館
10：30
13：00

3 森口

佐々木由佳様
13：00
15：00

4 中村博

トラストバンク当選ツアー
「ＶＲ体験と古墳めぐり」

9：30
15：15

2 川上由
ニサンザイ　御廟山　いたすけ　履中陵
履中陵ビュー　仁徳陵　博物館VR

仁徳陵　履中陵ビュー　いたすけ　御廟山
博物館

仁徳陵　履中陵ビュー　いたすけ　御廟山
博物館VR　伸庵　もず庵

もず庵　仁徳陵　履中ビュー　いたすけ
御廟山　博物館

堺の歴史について（世界遺産など）

仁徳陵　日本庭園　博物館

※前日に、もずﾊﾞｽA-004に参加されたご夫婦。世界遺産に登録された理由について深く突っ込んで聞かれました。お住まいの鎌倉市が、世
界文化遺産登録に失敗したことにかなりショックを受けておられました。

※事前の打合せでパワーポイントの資料を持参し、プロジェクションを使って話ました。

※中学校の教師、年に２回程度学校の休みを利用しての小旅行。プライベートな教育実習をして飲んだりする会。大阪にはよく来るが堺は、
初めてでテーマは、古墳の勉強会。

※和歌山市かつらぎ町から雨の中、約２時間かけて自家用車で来られました。１０年前に堺市へこられ、　来年３月には、約７０名の方のツアー
の下見との事でした。古墳だけでなく、堺市内の観光スポットもPRしました。

※両親と中学生の男の子、小学６年生の娘さん。秋田から古墳の勉強に来てくれました。２時間を有効に使い、自転車の古墳めぐりを楽しまれ
ました。

※お孫さんの所へ来阪。「世界遺産になった仁徳天皇陵古墳を体感したく、孫と共におとずれました」と、４歳のお孫さんには退屈げで、博物
館の地階でハニワ遊びをされました。

※ニサンザイ古墳から始まり、各名物古墳、仁徳陵、博物館、VRという丸一日古墳めぐり。一年の締めにふさわしいフルコースでした。

金

25 水

26

22 日

23 月

24 火
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