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「 近 代 化 遺 産 と 堺 」
堺市文化財課・近藤康司主査

       

昨年７月に百舌鳥・古市古墳群が世界文化遺産

に登録され、皆さんの関心が更に高まっています。

今回、世界遺産を切り口にして堺に遺る文化財に

焦点を当て、特別寄稿してくださいました。

令和元年 7月、百舌鳥・古市古墳群が世界文化遺

産に登録された。文化遺産、自然遺産を含め国内

23 件目の登録である。このうち、時代別で見ると

近代に属する遺産が、岩手県・福岡県ほかの「明治

日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」

や、長崎県・熊本県の「長崎と天草地方の潜伏キリ

シタン関連遺産」などがある。これらは近代化遺産

とよばれ、日本の近代化に貢献した遺産ということ

ができる。堺市内にも近代化遺産が残存しており、

小稿ではそれらについて紹介したい。

1853（嘉永 6）年ペリーが浦賀に来航し、開国を

迫った。そして、翌年には日米和親条約が締結され、

鎖国時代の終焉を迎えると同時に外国からの文化

が流入し、日本は近代化への道を進むこととなる。

近代化にあたり、明治政府が取った政策は、外国か

ら技術者を招請することであった。いわゆる「お雇

い外国人」である。日本の近代化は彼らを中心に進

められたといっても過言ではない。そして、彼らに

学ぶ日本人にも優秀な人材が育っていった。その代

表といえるのが、工部大学校（現東京大学工学部）

でジョサイア・コンドルに学んだ辰野金吾である。

東京駅などの設計で著名な辰野の事蹟は堺に現在

も残る。南海本線浜寺公園駅である。現在の南海電

鉄は、1885（明治 18）年に難波−大和川間を、その

後、1903（明治 36）年に難波−和歌山間を開通させ

た。浜寺公園駅はその 4 年後、1907（明治 40）年

に建設され、当駅舎は、辰野と片岡安の合同事務所

で設計されたものである。構造は中世イギリスで流

行したハーフティンバーとよばれる様式である。当

駅舎は、国の登録有形文化財となっている。さらに、

堺市内の南海電鉄所管の遺産でいえば、同じく南海

本線の諏訪ノ森駅舎も登録文化財である。1907（明

治 40）年［西駅舎は 1919（大正 8）年］の建設で

ある。南海本線は高架化工事を進めているが、これ

により両駅舎は高架内におさめて保存されること

が決定している。また、高野線の大和川橋梁は、10

連のプレートガーダー橋で、上り側は高野線が開通

した 1900（明治 33）年、下り側は高野線が複線化

した 1925（大正 14）年に追加されたものが現在も

使用されている。

ここで、話しを辰野金吾に戻す。現在の大浜公園

は南台場廃止後の 1879（明治 12）年に大浜公園と

して開園し、当時の一大リゾート地であった。公園

内には水族館や潮湯などが建設された。このうち、

大浜潮湯は本館と家族湯があり、家族湯のみ、河内

長野市の高野線天美駅前にある温泉旅館南天苑に

移築され、現在も客室とし使用されていることがわ

かった。この建築こそ辰野金吾が設計したもので、

「辰野式」とよばれるごとく、洋風の建築を主とし

ていた辰野の和風建築が現存することが明らかに

なった事実は大きい。

以上、堺に残る近代化遺産のごく一部を紹介した

が、これらの遺産の研究を進めることは、堺の近代

を考える上での重要な手がかりとなるであろう。
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☆ ４月号 インデックス（目次）

巻頭言「近代化遺産と堺」 Ｐ1 インフォメーション・ガイド便利ＭＥＭＯ 10

事務局ニュース 2 あ・ら・かると１ 心で聞く音の文化 水琴窟 11

インデックス(目次) 2 あ・ら・かると 2 「令 One 会」京都大徳寺・御所見学会 12

総務部ニュース 4 会員の研修報告 全体研修会『鉄砲鍛冶屋敷』 13

研修部ニュース 4 会員の研修報告 自転車ツアー勉強会 14

ツアーガイド部ニュース 5 第 3 回 堺事件から 150 年記念式典 14.15

事業部ニュース 6 ジョサイア・コンドル（P1 関連記事） 15

企画部ニュース 6 【2020 年４月度 月間予定表】 16

定点ガイド部ニュース 7 【2020 年２月 活動実績と内容】 17

広報部ニュース 9

事務局 ニュース

◆ 運営委員会 報告

１．３月度定点配置の欠員状況

＊集計時点で 23 ポストの欠員です。

＊ＦＡＸ、持参の方 80 名、未提出 11 名

＊コロナウイルス対策で定点活動は３月 31 日まで休止になりましたが欠員状況は

改善されています。

２．第７回理事会報告

新型コロナウイルス感染症予防対策について以下の議案を審議

① 定点ガイド

妙國寺を除く 10 定点でのガイドを３月１日～３月 31 日の間休止します。今後の状

況により休止期間は延長される可能性があります。

② 春季堺文化財特別公開

開催が延期されました。（同時開催予定のイオンモールにおける堺鉄砲鍛冶井上関

右衛門家パネル展は中止）

③ ツアーガイド

現在受注している分については再考して頂くよう確認する。今後は３月 31 日まで

の分は原則受注しない。

≪ 次ページへ ≫

後日、4月 3 日までに決定

後日、4月 3日までに決定

後日、4月 3 日までに決定
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④ 既に中止又は延期を決定した行事

・３月１日「竹内街道・横大路ガイディングイベント」

              ―竹内街道そして百舌鳥古墳群―

・３月４日 堺伝統産業会館連絡会議

・３月 11 日 春季堺文化財特別公開責任者会議

・３月 13 日 自転車博物館研修

・３月 18 日 公開講演会「かんながらの道」

・３月 18 日 大阪・奈良歴史街道リレーウオーク

第８回「さかいの伝統産業・・・･」

⑤ その他の行事

・事務局主催会議（理事会、部長会、運営委員会等）は実施

・関連部署との会議（堺市、利晶の杜等）は実施

・各部開催会議は各部長の判断とするが、不急不要な行事は出来るだけ避けるか、

短縮するなど感染予防に務める。

以上の議案は審議の上了承されました。

◆ 年次リーダー会の報告

今回は 25 期～29 期が対象で、４名のリーダーが出席しました。(27 期は欠席)

各期から寄せられた質問や要望について、質疑応答や話し合いを実施しました。

・複数配置所でのリーダーの役割

・利休屋敷跡やさかい利晶の杜の活動時間の短縮

・暴風や豪雨、雷時の対応

・拝所前駐車場の管理

・マナー研修の定期開催とグループディスカッション

・定点で感じた事を定点ガイド部へメール送信する  

・ツアーガイド用の新しい拡声器使用

・大仙公園内の喫煙場所等

次回は９月７日の予定です。

◆ 高齢の方の定点配置について

現在 80 歳以上の方には、定点配置を原則月２回でお願いしていますが、今年度も引

き続きよろしくお願いします。但し、配置後の空きに申し込まれる場合は、配置担当

係が検討させていただいて、協力いただくこともあります。

４月からは昨年度 80 歳（昭和 14 年４月～15 年３月生まれの方)になられた方も対

象になります。
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総務部 ニュース

★ 会員の状況

<３月２日 現在>

正会員数 ２４７名・休会会員数 ６名・賛助会員数 ８名・総会員数 ２６１名

（退会者 28 期生 海部雅司様）

☆ ボランティア保険

4 月 1 日付けでボランティア保険の更新をします。保険料は 500 円/人/年です。

保険のパンフレットを一部抜粋しニュースに同封します。

☆ 活動ありがとう賞

活動ありがとう賞として年間 120 回以上活動をした 65 名に 3000 円のグルメ券を、総

会時に支給します。

研修部 ニュース

☆ 堺観光ボランティアガイド入門講座(30 期生)が始まります。定点での研修ではご協力

お願いします。

30 期生堺観光ボランティアガイドの入門講座が 4月から始まります。募集にあたり、

3月 25日(水)14時～、29 日(日)10時～、堺市総合福祉会館にて説明会を行います。

受講希望者には、受講申込書を提出のうえ、4 月 2 日(木)の開講式から 6 月 17 日(水)
の入会式まで計 11回の講座を受講していただきます。

これまで同様、「大仙拝所前」「市役所 21階展望ロビー」での定点実地研修を行います

ので、当日定点配置の会員の皆さまにはご協力をお願いします。

《30期生入門講座・4月分の日程》

日 曜 講座内容 開始時刻 実施場所

2 木 開講式 13:30 東洋ビル 2 階 5号室

8 水 座学 13:30 東洋ビル 2 階 5号室

14 火 定点実地研修（前期） 13:30 市役所 21 階展望ロビー／大仙拝所前

16 木 定点実地研修（前期） 13:30 市役所 21 階展望ロビー／大仙拝所前

23 木 定点実地研修（前期） 13:30 市役所 21 階展望ロビー／大仙拝所前
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ツアーガイド部 ニュース

☆ ツアーガイド部からのお知らせ

３月１日から定点活動が休みになっています。

ツアーガイドも沢山のキャンセルや相談を受け、殆ど中止されています。その中でお

客様の希望があれば、相談しながらガイドの申し込みを受け付けています。件数は、少

ないですが、ウォーキングでお互い気を付けながら案内をしています。

☆ マイク(拡声器)に関して

団体など多くの方に案内する時は、飛沫感染を防ぐ意味でもマイクは、有効な案内手

段です。 ただ、多くの方が、同じマイクを使うときには、除菌をしっかりして使用し

てください。

一般に手に入る除菌シートやスプレーで使う前後に使用してください。(保健センター

に確認)

☆ 2020 年４月１日からガイド料変更

2020年４月１日から実施するガイドに関して、ガイド料と案内時間の変更をします。

３時間以内 2,500 円、３時間を超えるガイドは、3,500円に変更します。

それぞれ、ガイド１名に付きお客様 20 名までです。

☆ 第 37 回堺新発見ツアー

４月 26 日(日)10 時 堺東集合で、ウォーキングでつつじの鑑賞と晶子歌碑をめぐり

ます。集合は、南海高野線堺東駅観光案内所前（西改札出口から１Fへ）

★ 自転車ツアー勉強会

３月 17 日(火)に６名の参加で自転車ツアーの勉強会をしました。

大仙観光案内所に集合して、注意事項など説明の後、自転車に乗って古墳を中心に自

転車での案内・誘導の勉強をしました。

★ 2020 年２月度ガイド実施状況

     総件数 70 件 ／ 案内の総人数 1,390 人 ／ 担当ガイド 101 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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企画部 ニュース

〔広域連携関連〕

☆ちょこっと関西歴史旅 古墳巡りウォーキング・サイクリング

○堺市観光推進課と開催日時・定員等について打ち合わせし、下記に決定しました。

  ウォーキング：開催日時 ７月５日(日)、８月２日(日)、９月６日(日)
                10：00～12：00
         定員 各日 50名 (ガイド３名)

サイクリング：開催日時 ７月 19日(日)、9月 20 日(日)
                10:00～13：00
         定員 各日 15名(先着) (ガイド３名)
  ルート：現在策定中。

     

☆自転車タクシー観光

○堺区企画総務課より、堺産自転車タクシーを導入し、２台の自転車タクシーにて観ボラ

による観光周遊申し入れの説明がありました。

４月より土日(２時間コース)開始予定。

  ルート現在策定中。

事業部 ニュース

★☆ 各プロジェクトの活動

  

＜ＪＡ堺市「ＣＲＯＰ」取材＞

・３月 14 日（土） 北区金岡町取材

・４月４日（土） 中区見野山を取材予定

＜その他＞

残念ながら、事業部の他のプロジェクトの対外的な活動は新型コロナウイルス感

染症の影響で全て中止になりました。４月度の予定についても未定です。

３月期末の棚卸は 21日（土）と 27 日（金）に実施します。
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定点ガイド部 ニュース

☆定点配置活動時間中は禁煙とします

定点配置活動時間中の喫煙について下記のようにまとめましたので、ご協力をお願い

します。

・定点での配置活動時間中は禁煙とします。

・定点配置活動外では、法律・条例に則り喫煙マナーの向上に務めて下さい。

・配置活動外であっても黄色の制服を着用したままでの喫煙は自粛願います。

★３月 12日（木）メール上にて全体部会を行いました

下記は、各定点の２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）

・２月のガイド実績は、4,541人。対前年比 151%でした。増加率は減少していますが、

依然多くのお客様の来所があり、２月はまだ新型コロナウィルスの影響は少なかった

ようです。

・仁徳天皇陵古墳の近くにお住まいの方。近所では案内をしていただけないとずっと思

っていました。一度ガイドさんのお話しが聞きたいと思い切って声をかけたとのこと

でした。６分間ガイドを聞いて喜んでお帰りになりました。

・名古屋からのご夫婦。前方後円墳は日本だけですかの質問がありました。朝鮮半島に

はありますとお答えしました。

★さかい利晶の杜（担当：柳）

・島根のご夫婦。台湾観光をして関空からの帰り。自転車で山口家住宅・伝統産業会館・

鉄砲鍛冶屋敷などを巡られるとのこと。地図で道案内をしました。

・産経新聞で「堺幕府」についての連載があり、それを見て見学に来られた。

・西明石からの女性。ご主人の単身赴任の引越しを手伝いに堺へ来て、今日は堺の街を

ブラブラ。堺の歴史と名所をお話しすると「堺へ来る楽しみができた！」と喜ばれた。

★千利休屋敷跡（担当：辻・大北）

・以前から質問されるのですが、「千利休の最初の奥さんは、三好家の縁者ですか？色々

見ましたがそのような文献はまだ探せていません。」という記載がありました。

⇒三浦綾子「千利休とその妻たち」の中に、千利休の妻、お稲（＝宝心妙樹と思わ

れる）について「お稲の胸の中には、いつも父三好元長がいる」「お稲の腹違いの

兄、即ち正妻の長子長慶は------」と書かれています。また「千利休展」（京都国立

博物館）には、「宝心妙樹は三好家一統の縁者と考えられ------」との記述がありま

す。

・河内長野からのご夫婦。数年前ラジオで利晶の杜の特集をしていたので、ずっと興味

を持っていましたが、やっと来る余裕が出来ました、とのことです。



ＮＰＯ法人堺観光ボランティア協会ニュース ４月号 2020年（令和２年）３月25日発行(275号)

8

★山口家住宅（担当：今村・西岡英）

・西宮・加古川からの４名の男女。「堺の宝ですね。こういう建物が残っているのは、

すばらしい事です。」と言われました。

・フィリピンからの男女 12 名。英語のパネルを熱心に読み、記念写真を撮られ喜んで

帰られた。

・和歌山からのウォーキンググループ９名。10時の開館を待ち、入口から土間の景色を

見て、いっせいに感動の声をあげられた。緞通の実演をもっと見たいが次の予定があ

るのでと、名残惜しそうに出発された。

★清学院（担当：澤井・古川）

・住之江区からのお母さんと小学生２名。寺子屋の説明に驚いていた。好きな時に来て

好きな時に帰るのはうらやましいとお兄ちゃんが言っていました。

・市内からのご夫婦。息子さんが錦西小学校出身で慧海さんの名前は何回か聞いたが、

何をした人かハッキリ知らなかった。来て良かったと言っておられた。

・大阪と西宮からの友人２名。今日チン電でザビエル公園、妙國寺、山口家住宅と廻り

清学院と来たとのこと。西宮の男性が歴史に詳しく各所で質問された様でガイドさん

から丁寧に答えていただいたと満足しておられました。

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）

・横浜からの男性。「日本の 22の世界遺産を全て廻り終えたと思ったら百舌鳥古市古墳

群が加わったので見に来ました。堺の歴史は面白いので、友人と来てみたい」と言わ

れました。

・神奈川県出身の女性。「堺に来て５年になるが最近になって、堺は歴史があり魅力い

っぱいの街だとわかりました。」と話された。

・九州からの女性２名。「レンタル自転車で百舌鳥から走ってきましたが古墳の形が良

く分らなかった。ここまで上ってくると海もみえて素晴らしい展望ですね。」と言わ

れた。

★南宗寺（担当：中西慎・澤野・大橋）

・「津田家・半井家一門の墓」の中央に「・・・・和尚」と読める墓石がありますが、

誰の墓かとの質問がありました。

⇒翠厳宗珉和尚、大徳寺 195世住持、半井卜養の弟と伝えられている。

・大阪からの老夫婦と娘さん。石川県和倉温泉の旅館に泊まった時、南宗寺田島老師の

掛け軸を見て旅館経営者に掛け軸の由来を伺い、ぜひ南宗寺を見たいと思った。「よ

かった」と。

・元茨城県庁広報監の男性が来寺。「家康の墓がある」と聞いて来た。時間が無く、開

山堂跡の無名碑と家康の墓のみ案内。無名碑の前に花を置いて行かれた。
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★妙國寺（担当：小出・箕野）

・東京千代田区からの男性。徳川家康の血筋とかで、叔父さんは戊辰戦争で白虎隊に参

加し右腕を切断し、帰されて生き残ったそうです。東郷平八郎の掛け軸の前では、実

家の隣が東郷邸であったらしいとの事で感慨深めでした。

・台湾からの女性。千利休（六地蔵灯籠、手水鉢）を良くご存知。枯山水庭園では、富

士川、大井川や富士山と駿河湾も良くご存知で楽しかったと｡

・２月 15日堺事件発生の日。土佐稲荷神社にて切腹のくじ引きで 19 番目のくじをひい

た垣内氏の子孫の方が高知より拝観に来られた。

★堺伝統産業会館（担当：奥野）

・堺に引っ越してきたばかりという夫婦。「ものの始まりなんでも堺」について説明。

「他人に自慢ができる」とのこと。

・スイス在住の日本の女性。堺が好きで年２回日本に帰ってくるが、時間が許す限り堺

を観光していますとのこと。

★自転車博物館（担当：大橋・溝）

・韓国からの 50 代の男性。自転車が趣味でラピエールのフレーム、シマノのコンポの

自転車を所有。以前に正月ツアーで来日した時、１月２日で自転車博物館が閉館して

いたので、息子さんの大学入学のため下宿探しを兼ねて再度来日し来館。非常に熱心

に観察され、ガイド案内も大変喜んでいただいた。

・福岡からの男性。日本中の色々な博物館を周るのが趣味とのことで日本唯一の自転車

博物館を興味津々で楽しまれた。

広報部 ニュース

☆ ホームページ掲載のお知らせ

・例年より早く桜情報が届いた今春。コロナ感染拡大防止対策で、協会活動も休止し

ていましたが、桜は順調に、それぞれの優美を披露してくれています。

大仙公園の桜を Facebook と Instagram、YouTube に掲載しています。インターネッ

トで検索してみてください。チラシのサクラマップと併せてご覧ください。

https://youtu.be/hR2uL6b_Dzs

☆ その他のお知らせ

   

・１月 22 日（水）開催「マナー研修会」の映像を会員ページに掲載します。

・２月 13 日（木）開催の全体研修会「鉄砲鍛冶屋敷について」の様子は、ＤＶＤに保

存し、間もなく閲覧できるようにします。
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《ガイド便利ＭＥＭＯ》

☆ 施設の４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、下記施設は当面の間臨時休館休園となっており

ます。感染状況の緩和に伴う再開につきましては、別途、各自でも確認をお願いします。

・山口家住宅・清学院    （休館：毎週火曜日）
7 日・14 日・21 日・28 日
但し、当面の間全日休館

・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
但し、当面の間全日休館

・日本庭園         （休館：毎週月曜日）
6 日・13 日・20 日・27 日
但し、当面の間全日休園

・堺市博物館・伸庵       （休館：毎週月曜日）
6 日・13 日・20 日・27 日
但し、当面の間全日休館

＊ ＶＲツアー・古墳シアターについても当面の間中止です ＊

・みはら歴史博物館     （休館：毎週月曜日）
6 日・13 日・20 日・27 日
但し、当面の間全日休館

・自転車博物館       （休館：毎週月曜日）
6 日・13 日・20 日・27 日
但し、当面の間全日休館

・堺伝統産業会館       無休 但し、当面の間全日休館

・さかい利晶の杜       21 日(毎月第３火曜日)但し観光案内展示室(フリーゾーン)のみ観覧可

但し、当面の間全日全館休館

《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 ４月 ８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 ４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、４月は中止

※ 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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≪ あ・ら・かると 1 ≫

＊ 心で聴く音の文化 水琴窟                      【野澤 昭一】

江戸時代文化文政の華の頃、当時の庭師によって考案された水琴窟は、日本庭園最高の技法の一つ

とされ、「つくばい」の鉢前につくられたもので「洞水門」とも言われている。

水琴窟は音の文化の代表的な一つであり、一つの余韻を追って耳は限りない静寂に出会う。それは

自然と出会い、そして五感と出会う。待ちわびる音色は、無への世界へと入り込む。この単純にして

微妙なる音色一つを求め、静の中に動を求めて己をば無我の境地へと引き入れてくれるものが水琴窟

であろう。

風のささやき語る中に玄妙な音色を楽しみ、現世の音

の氾濫を逃れて、音の原点を静寂の中に求めて懐かしむ。

【単純にして絶妙の音色】・音の文化の象徴であろう。

日本庭園の基調として

① 見え隠れ

② わび・さび・渋さ

③ 省略とゆとり

④ 余情と余韻

水琴窟はこのすべてを表現している。

1．その姿はすべて土の中に隠されている（見え隠れ）

2．つくばいの石組や形も派手さは何一つなく、

待ちわびて聴く小さな音色、造る者のゆとりと

遊びの心が表されている。（わび・さび・渋さ）

3．この音色は、心で聴く音色である。（省略とゆとり）

4．流れ出た水の音よりも、水滴と水滴の間を聴き余韻を楽しむ（余情と余韻）

                             （奈良 当麻寺資料より）

  南宗寺の名勝日本庭園を眺めて心を洗い清めた後に聴く、澄んだ音色・幻の音色をお客様に堪

能していただくようにご案内するのも素晴らしい事ではないでしょうか。      

                              

水琴窟断面図
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≪ あ・ら・かると 2 ≫

＊同期会「令 One 会」京都大徳寺・御所見学会の報告        【29 期 令 One 会】

令和２年２月６日（木）、今年最強の寒波が到来した日、同期会で京都大徳寺見学会を行いました。

尚、同期会見学会は今年度、4 回目となります。

J R、地下鉄、バスを乗り継いで京都に向かい、小雪混じりの寒風の中、大徳寺総門に到着しまし

た。いきなり、朱塗りの山門、金毛閣が覆い被さってきました。左右に登楼の階段を配した本瓦葺き

の唐様建築、利休寄進の２階楼上部が金毛閣です。利休屋敷跡のガイドでいつもパネル紹介していま

すが、実物を見ると想像以上に堂々とした風格でした。

感慨に浸りながら、特別公開の法堂、国宝本坊の方丈、唐門へ。狩野探幽作の障壁画、特別史跡の

枯山水の庭を持つ方丈、聚楽第の遺構と言われる唐門、特に重文の法堂天井の雲龍図（狩野探幽作）

は鳴き龍とも言われ、皆で代わり代わり手を叩き、どこから、何故、聞こえるのか？天井を注視して

いましたが、最後まで不明のままでした。この間、何

人ものガイドの方から丁寧な説明を受け、ガイド活動

の参考になりました。

次に、三好長慶の菩提を弔った塔頭、聚光院へ。公

開していない時期でしたが、特別に拝観させて頂きま

した。尚、聚光院の院号は長慶の法名から取ったもの

で、養子の義継が建立。国宝の方丈障壁画 38 面（狩

野永徳、父松栄作）、襖壁全面に生命力あふれる花鳥

図と父子の力強い山水画。ルーブル美術館のモナリザの来日の返礼として、パリで展示公開されたも

のだそうです。正に息を飲むとはこのことでした。

利休作の方丈庭園、直線上に庭石を配した「百積の庭」を通って書院へ。千住博氏の襖絵。鮮やか

な深い青に真っ白な滝。観る者を圧倒し、飛沫さえ感じさせる水の勢い。天然の岩絵の具を使った紺

碧。千利休のほの暗い茶室の襖絵に納めても、決して違和感が無い、何か新しいものを生み出そうと

しているような心の風景を感じました。

書院を出て、千利休と茶道三千家の歴代家元のお墓参り。中でも利休の墓石（ぼせき）は約２ｍの

宝塔。毎月 28 日の利休の命日には、三千家が交代で追悼の釜が懸けられるとのことでした。その隣

には、三好長慶のお墓と三好一族の板塔婆がありました。南宗寺、妙國寺の建立に関わり、畿内に覇

権した往時が偲ばれました。

最後に塔頭の一つ、織田信長菩提寺の総見院へ。織田信長一族のお墓が並ぶなか、女御共々祀られ

たのは戦国時代では珍しいとのこと。この寺も、ガイドの方の丁寧で分かりやすい話があり、ガイド

の持つ力の大きさを改めて感じました。

昼食は、門前の「京うどん店」で暖まったあと、京都御

所に参内しました。今は令和の新春で、無料の一般公開が

されています。注目の高御座はまだ東京でしたが、即位礼

が行われた紫辰殿始め、重厚な檜皮葺の建物群を丁寧なガ

イド説明で回りました。充実した良い一日でした。                        

29 期 令 One 会 第４回見学会メンバー
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≪ 会員の研修報告 ≫

＊全体研修会『鉄砲鍛冶屋敷』を受けて              【永田 ひとみ】

これまで特別公開や新聞記事等で見聞きした事に

興味を感じ、また今回の研修会がフェニーチェ堺の文

化交流室で行われる事もあり、とても楽しみにしてい

ました。

鉄砲と言えば堺、伝来するやその製造・販売を手掛

け、莫大な富を堺にもたらした。当然、鉄砲鍛冶屋敷

も戦国時代のものだと入会前まではそう思っていま

した。しかし、江戸時代に入り、四国伊予の国大洲藩

の加藤家より遣わされ、堺で鉄砲鍛冶を始めたと知りました。

江戸時代に何故？徳川幕府になって戦が無くなり、ましてや鉄砲など徳川幕府がそんな事を認める？

とこんな疑問が湧いてきました。

大洲市からの要請がきっかけで調査を始めたところ、このように２万点を超える大量の資料が発見

されたとは。資料の中に、江戸時代には井上家が製造だけではなく、修理・メンテナンスも行ってい

たと記されていました。私の疑問も解けました。そして、資料を元に作表したり、元禄の堺大絵図と

町名・居住者をパズルのように当てはめたりといった作業。そんなお話は私をとてもワクワクさせ、

今後どんな資料が解明されていくのか、大変待ち遠し

いところです。

３年後に開館されるであろうミュージアムには、建

物を始め、資料から解明された事柄等、堺にとってま

た新たな文化遺産が紹介されることでしょう。韓国語

でもご案内する者としてより一層お役に立てるよう

努力したいと思います。

最後に、今回の井上家の資料整理に携わられた全て

の皆様に、深く敬意を表したいと思います。

【プチ情報】

日本神話には、木花咲耶姫（コノハナサクヤヒメ）という    

女の神様がいらっしゃいます。

非常に美しく、桜の花の語源とも言われています。

「サクヤ」から「サクラ」になりました。

大仙公園には桜の女神さまが美しく咲き誇り、

私たちをコロナ疲れから癒してくれています。
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≪ 会員の勉強会報告 ≫

＊ 自 転 車 ツ ア ー 勉 強 会 ( ３ 月 17 日 ）      

【自転車ツアー担当 中村博司】

毎年１回実施している自転車ツアー勉強会ですが、

新型コロナの影響で予定していた会場が使えず、実技

中心に行いました。参加者は志野さん、谷崎さん、安

西さん、江村さん、三宅さん、山田豊秋さんと今まで

参加されていない人でした。山田さんが参加したのは

７月と９月に予定されている「ちょこっと関西歴史た

び」に自転車ツアーが入っているので、体験しておき

たいとのことでした。

自転車を使った観光はまだ日本で定着している

とは言い切れませんが、観光レンタサイクルの貸し

出しは順調に伸びており、３月 10日からは 24 時間

使えるシェアサイクルの２年間の実証実験が堺市

でも始まりました。貸出場所も 20 か所用意されて

いますので、気づいた方もいると思います。

先日も観光のご夫婦が乗っていて、利用されてい

ました。住宅地に散在する古墳をめぐるのに、自転

車以上の移動手段はないのですから、これからも増

えると思います。

今回の勉強会では仁徳、履中、いたすけ、御廟山、ニサンザイ、反正の巨大古墳と登れる古墳とし

て御廟表塚古墳を巡り、最後は展望ロビーから走ってきた道を見下ろすコースでした。特に信号のな

い交差点はガイドが道の真ん中に立ち、お客様を安全に誘導するのを全員に体験してもらいました。

横断歩道でも車は止まってくれませんが、黄色い服を着たガイドが道の中央に立っているのを見れば

止まらざるを得ないのです。また車の運転手に自転車の動きを知らせる手信号を習得してもらいまし

た。  

参加した三宅さんは「リーダーの生きたノウハウを伝えていただいた」と言われ、安心して任せら

れる自転車ガイドが増え、これから伸びる自転車ツアーへの備えができました。

≪土佐十一烈士 佛国遭難将兵 150 年の時を経て

堺事件平和を築くための国際理解≫

＊第 3 回 堺事件から 150 年記念式典 妙國寺本堂にて               

【小出 恵宥】

堺事件は慶応４年(明治元年)1868 年２月 15 日に発生した

事件で、堺浜へ上陸したフランス水兵と堺警備の土佐藩が衝

突し、お互いに通訳が居らず、意思の疎通が出来なかった悲

劇から発生した事件で、フランス水兵 11 名が銃撃戦で死亡し

ました。
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その代償として、土佐藩士 20 名の切腹が

２月 23 日に妙國寺境内で執行され、11 名切

腹が済んだ時に、フランスより切腹中止の申

し入れがあり、11 名は妙國寺向かいの宝珠

院に葬られ、フランス水兵の 11 名は、神戸

再度山の外人墓地に葬られ、生き残った９名

は、四万十川の西へ流罪となりましたが、そ

の年、明治天皇の即位で、恩赦になりました。

この事件を風化させる事の無いよう、堺事

件を語り継ぐ会を 2017 年８月に結成し、３

回に渡り、妙國寺貫首様のご協力により式典

を開催することが出来ました。

当日は、ジュール・イルマン在京都フランス総領事を始め、ご遺族、ご来賓、各種団体の方々や、

NHK 高知放送局の人気アナウンサー、新聞社等マスコミの方々の取材もありました。

式典には、貫首様の法話に始まり、野本亮 元高知県立歴史民俗資料室学芸員、吉田豊 元堺市博物

館学芸員の両氏の講演があり又、橋詰愛平さんのご遺族の前で「橋詰愛平その人」の紙芝居も上演さ

れました。

式典にはスタッフを含め 137 名と沢山の方々に列席して頂きました。

最後にご遺族と関係者との懇親会が催され、関係各位のご協力により、堺事件にふさわしい式典と

なりました。

＊下記 URL は 2020 年２月 25 日 18 時に NHK 高知放送局で放映された動画です。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kochi/20200225/8010007507.html

≪１ページ記事のおまけ≫

～日本建築の歴史は、幕末から明治の時代に始まる～

工部大学校における建築教育の中心を担ったのがお雇い外国

人のジョサイア・コンドルです。1852 年ロンドンに生まれたコ

ンドルは、明治 10(1877)年、明治政府の招聘に応じて来日、25

歳にして工部大学校の教師となり、造家学(現在の建築学に相

当)を教えます。その傍ら明治 17(1884)年まで工部省に属し、営

繕局顧問として、帝室美術館（東京国立博物館旧本館）や鹿鳴

館、開拓使物産売捌所（日本銀行旧本店）など多くの建築物の

設計を手がけています。コンドルの薫陶を受けた工部大学校造家学科の

第 1 回生は、辰野金吾、片山東熊(ｶﾀﾔﾏﾄｳｸﾏ)、曾禰達蔵(ｿﾈﾀﾂｿﾞｳ)、佐立七次郎(ｻﾀﾃｼﾁｼﾞﾛｳ)でした。

コンドルが着任するまで、工部省に属していたお雇い外国人のボアンヴィルやダイアックらが工学寮

での教育に当たっていましたが、実習が主で、体系的なものではなかったようです。コンドルは工部

大学校で体系的な講義をするとともに、自身の担当していた建築にも学生たちを関わらせ、実地で学

ばせました。コンドルの教え子たちは工部大学校卒業後、それぞれに活躍していきます。

のちコンドルは教育の一線からは身を退き、岩崎久弥邸（現：旧岩崎邸庭園）をはじめ邸宅やクラ

ブの建築を数多く残しています。          （出典：日本近代建築の夜明け）

ジョサイア・コンドル
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☆２０２０年（令和２年）４月度 月間予定表

日 曜 行    事 時 間 場  所

1 水

2 木 30 期観光ボランティアガイド入門講座の開講式 13:30 堺東東洋ビル

3 金

4 土 ＪＡ堺市「ＣＲＯＰ」 中区見野山取材 9:00 泉北高速鉄道深井駅集合

5 日

6 月

7 火 運営委員会 14:00 福祉会館大研修室

8 水 29 期生対象まち歩き④回目 9:30 千利休屋敷跡前

9 木 ツアーガイド部会議（見学可） 13:30 堺市総合福祉会館

10 金

11 土

12 日
４月の自転車ツアー(百舌鳥・古市古墳めぐり） 9:00 大仙公園観光案内所

ＪＡ堺市「ＣＲＯＰ」 編集会議 14:00 山之口プラザ

13 月
総務部会議（見学可） 10:00 堺市総合福祉会館

部長会 13:00 さかい利晶の杜２階

14 火 定点ガイド部全体会議（見学可） 9:30 堺市総合福祉会館

15 水
市役所展望ロビー小学校社会見学研修

10：00～
14：00～

市役所展望ロビー

協会ニュース５月号原稿締切り（広報部）

16 木
総務部会議（見学可） 10:00 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

17 金
企画部会議（見学可） 10:00 堺市総合福祉会館第４会議室

事業部会議（見学可） 14:00 山之口プラザ

18 土

19 日

20 月

21 火
堺観光情報連絡会 10:30 市役所２階

研修部会議（見学可） 14:00 堺市総合福祉会館

22 水 広域連携歴史探訪ガイドウォーク実行委員会 13:30 大阪狭山市市民活動支援ｾﾝﾀｰ

23 木

24 金

25 土 協会ニュース 2020 年５月号 発行作業 10:00 観ボラオフィス

26 日 第 37 回堺新発見ツアー 10:00 堺東観光案内所前

27 月

28 火

29 水

30 木

【予告】



月／日

２／　３ 運営会議　　於：　総合福祉会館 名

２／　４ 勉強会　「自転車博物館のガイド」 名

２／１３ 全体研修会　「鉄砲鍛冶屋敷について」 名

２／１７ 協会の部長会議　（正副理事長と各部長） 名

２／１８ 観光情報連絡会　　　於：　市役所 名

　　案内所ガイド以外の主な活動　　計　　　　　　　　　　　　　名

活動人員　　　　そ　の　他　活　動  の　主　な　内　容　　　　
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日 曜日 団体名 時間 人数
移動
方法

一般社団法人　近畿建設協会
9：40
11：10 28 柳 徒歩

ミツワトラベル
「元気ファーマいながわ」

13:30
16:30 41 寺口 バス

珊瑚会 歴史探訪
9：45
11：30 20 米里 タクシー

サンケイツアーズ
  「泉州魅力体験モニターツアーＡ」

9:00
11：30 42 森口 徒歩

アルピコ長野トラベル 「百舌鳥古
墳群と日本最古をめぐる旅」

14:15
16:20 15 田辺 バス

トヨタ自動車東日本株式会社
ダイキン福祉サービス株式会社

13：00
15：00

6 山田豊 タクシー

堺観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」

9:50
12:55 2 浅倉 徒歩

堺観光コンベンション協会
「もずバスA-004」

13:25
16:25 2 藤井安 タクシー

名鉄観光サービス姫路支店
「林まちづくり協議会」

14：50
16：10 38 西井健 徒歩

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 18 金谷 徒歩

花紀行
10:30
17:00 20 呉竹

フリー
チケット

観光コンベンション協会
「もずバスA-00３」

9:30
12:30 2 川上浩 タクシー

　「５３会」
9：40
12：30 5 石川幸 徒歩

ミホツーリスト
「京都府造園組合北支部」

9：20
12：30

15 西川 徒歩

紀見歩こう会
9：30
13：00 17 藤井英 徒歩

岸和田観光バス
「岸和田商工会議所建設部会」

14:40
16:30 16 小川喜 バス

※大阪吹田からのご夫婦。南宗寺の家康伝説に驚かれ、お寺の広大さ、七まちの江戸時代の道路の狭さ、立派な山口家に感動されました。

８ 土

仁徳陵　大仙公園　博物館VR

展望ロビー　仁徳陵　博物館

※奈良からのご夫婦、神戸・埼玉・大阪市内・富山からのゼミの学生さん達。今年の冬一番の寒さの中、多くのお客様の何故?何故?と疑問をもって
の古墳巡り、若い学生さん達の明るさに助けられた時間になりました。

※おなじみのグルメ旅の花紀行さん。今回は「堺の隠れた銘菓を訪ねて」と題し、５軒の老舗菓子店で試食とお買い物三昧。昼食はかき豊で午後か
ら開口神社参拝と３時のお茶はつぼ市茶舗を予約し栗ぜんざいとお抹茶。天王寺から１日乗車券を使ってお得感あふれるコースで三方吉の企画で
した。

博物館VR　展望ロビー

仁徳陵　日本庭園

博物館VR　大仙公園内古墳
仁徳陵　もず庵

※京都からの道路が空いていたいたとのことで４０分ほど早めに到着。時間がたっぷりなのでゆっくりとご案内が出来た。日本庭園では庭園職員とお
客様とのプロ同士の質疑応答が興味深かった。

※世界文化遺産登録に触発され百舌鳥古墳群を希望された方達で、熱心に案内を聴いて頂きました。

仁徳陵　履中陵　永山古墳
方違神社　展望ロビー

土

※北摂からのお客様で展望ﾛﾋﾞ-からはお住まいの場所を楽しそうに説明してくれ、「堺といえば包丁だけと思っていたが色々とあり、面白いところで
すね」と楽しく会話のやり取りが出来ました。

御廟山　いたすけ　履中陵
大仙公園　仁徳陵

福栄堂　大寺餅　開口神社　泉州庵
丸市　つぼ市　朝日堂

※長野県からの年配のお客様、全員マスクを着用しており「2時間で堺を知るのは無理！」とのお話しがあったので「次回はゆっくり訪れてほしい」と
お願いしました。

※東北からの４名と大阪からの２名。博物館でＶＲとシアターを鑑賞してもらい、「案内の内容が良く分かった」と満足されていました。

仁徳陵　日本庭園

橋本要

※明石市のまちづくり協議会の方々で、防災研修で「稲村の火の館」を見られた後、堺へ。博物館とＶＲを見に来られた。問題意識が強く、街並みや
公園整備にも感心しておられました。

仁徳陵　博物館VR

仁徳陵　博物館VR

利晶の杜　伝産会館　展望ロビー

展望ロビー　利休屋敷跡　利晶の杜

もず庵　仁徳陵　履中陵ビュー
いたすけ　御廟山　博物館

※福岡県朝倉市からのご夫婦。前夜、門司港からフェリーで来られ、世界遺産の古墳を見てから関西在住の娘さん宅へ。お二人とも初めての堺に
興味津々で、話題に途切れることなくずーっと話しっぱなしのガイドで楽しく過ごしました。

※午後からのフェニーチェ堺小ホールで行われる「近畿まちづくりサミット」に参加される方々でした。短い時間でしたが、深く興味を持ってご覧いた
だけました。

※堺の事を良く知っている方がおられ、参考になりました。

仁徳陵　博物館VR　旧燈台

浅川

７ 金

10 月

９ 日

※皆さん大学の同期だそうで、「大阪で集合ならば堺の古墳を見に行こう」という事で来られた様です。広島・姫路・高松・千葉から来られ、古墳の大
きさに感動されていました。

ＮＰＯ法人 堺観光ボランティア協会ニュース　４月号　　　2020年(令和２年)３月25日　発行

2020年(令和２年)２月度　ツアーガイド実施報告

長尾

担当ガイド 案内場所

１

西岡英

水５

南宗寺　清学院　七まち散策
山口家　伝産

※歴史探訪の仲の良い皆さまの集まりでした。案内の途中でも色々質問もあり皆さん勉強熱心でした。

※泉州地域広域観光連絡協議会の事業で、関西各地から来られました。日本庭園は季節がら,お花はあまり咲いてませんでしたが気持ち良く散策さ
れました。この後、高石市にある小林美術館などへ行かれるそうです。

４ 火

石田和

1



日 曜日 団体名 時間 人数
移動
方法
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2020年(令和２年)２月度　ツアーガイド実施報告

担当ガイド 案内場所

ミモザの会
13：00
16：30 5 浅川

フリー
チケット

2月の堺自転車ツアー
「もず古墳群巡り」

9:00
11：30

1 中村博 自転車

JS（小倉里美、中井慶子　様）
12:30
16：00

7 西井健 タクシー

三重交通「ゆうとぴあ（松阪市勤労
者サービスセンター）」

11:00
11:30

8 志野 定点

全日本通訳案内士連盟（JFG)
西日本業務研修委員会

10：00
12：30 4 國領 徒歩

読売旅行九州・中国・四国
「あったか南紀」

11：30
14：30

23 小出 バス

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
16:50 23 江川栄 徒歩

（株）FUDAI
14：50
16：30 30 大橋 徒歩

下電観光バス
「如月ミステリー」

12：00
13：10 32 濵田 徒歩

海南市母子保健推進委員会
9:35
11:00 33 川上由 バス

８８観光 「高槻市ボランティア連絡
協議会」

9：30
11：30

41 佐伯美 バス

堺観光コンベンション協会
「もずバスA-003」

9:15
12:40

2 木村義 タクシー

堺観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」

9:50
12:55 3 樽野 徒歩

名鉄観光バス
春日井支店「鷹獅子会」

12：45
15：40 15 渡辺和 バス

JA愛知西旅行センター
JA愛知西年金友の会千代田支部

13:30
16：00 36 松本潤 バス

16 日

※松阪市から来られました。一人のお客様が言われた一言「松阪は千利休七哲の蒲生氏郷が治めたこともあり、安土桃山時代には堺との交流が盛
んだったはず。非常に親しみを感じる町です。また来たい」　強く印象に残りました。

※全日本通訳案内士連盟・西日本業務研修委員会の研修会。通訳が大阪府で唯一の世界遺産を海外の人達に案内するための研修会です。終始
質問攻めで真剣さに驚きました。この後は博物館の勉強に行かれました。

※仁徳天皇陵古墳の拝所前での案内とＶＲ体験にて古墳の素晴らしさを体験して頂いた。

杉本

中川辰

★木谷

西岡英

※雨で展望ﾛﾋﾞーからの眺望は悪く、仁徳陵では雨の中説明を聞いて頂き申し訳ない気持ちでしたが、博物館では熱心に見学されていました。

※愛知県春日井市からのお客様。60歳を機に旅行するメンバーで、車中では春日井市にある美味二子山古墳と仁徳陵を結び付けて説明。物の始
まりなんでも堺と対比してコンビニ・百均の始まりは春日井。春日井で有名サボテン栽培・堺で有名な自転車産業等の話をしました。

仁徳陵　博物館VR　南宗寺
妙國寺　山口家

百舌鳥八幡　仁徳陵
博物館VR　展望ロビー

仁徳陵　　博物館

展望ﾛﾋﾞｰ　仁徳陵　博物館

展望ロビー　仁徳陵

仁徳西回り　大仙公園　履中ビュー
いたすけ　御廟山　長塚　収塚　仁徳陵

展望ロビー

11 火

※東京・千葉・埼玉からの同窓の皆さん。初めての堺の方もおられ、世界文化遺産に登録された仁徳天皇陵古墳と中世の堺を短い時間の中で体感
して頂きました。待庵ツアーで茶室での呈茶も体験でき、貴重な時間だったと感想がありました。

※冷え込む中を常連の方が一人だけ参加頂きました。普段は雑草が生い茂り入れない旗塚古墳の上に上がって、古墳の上からの眺めを楽しみまし
た。

※リピーターのスペシャリスト、今回で５回目（毎回ジャンボタクシー利用）。そのたびごとにフレッシュな感覚を満喫して頂けるようにと、お一人お一人
を注視しながらのおもてなしは、えも言えない緊張感を与えて頂きました。

利晶の杜　仁徳陵　博物館

13 木

14 金

15

※杖をついた方もおられましたが、移動もスムーズ。しかも皆さん熱心で質問も多く、堺を十分に楽しんでおられました。

※茨城からのご夫婦。昨日はＵＳＪを楽しみ、今日は堺の後、難波・道頓堀界隈を散策の後、新幹線で帰られるとの事で時間的に余裕のあるツアー
でした。車内を含め貸し切り・専属のガイドなのでゆっくりとお聞きいただき楽しんで頂けた様に思います。

仁徳陵　自転車博物館　博物館

※百舌鳥古墳群と古市古墳群の両方を見学するツアーだったので、「世界遺産の価値が良く分かった」と皆さん大変満足されていました。

※物づくり経営者育成・経営者養成塾の方々が、長期カリキュラムの合間に仁徳陵・自転車博物館・博物館の見学をされました。メーカーの方ゆえ
自転車技術の発展の歴史、古墳発掘の鉄器、火縄銃の構造など食い入るように展示品を見ておられた。

※昼前ごろから雨になったのは残念ですが、博物館及び仁徳陵の案内では我々だけでしたので良かったです。行き先を知らされてないミステリーツ
アーのお客様で皆さん真面目に熱心に見て廻られ、知らないお話を聞けたと喜んで頂けました。

仁徳陵　博物館

仁徳陵　博物館VR　旧燈台と巨大壁画

展望ﾛﾋﾞｰ　仁徳陵　博物館　もず庵

展望ロビー　伝産会館　仁徳陵　伸庵

もず庵　仁徳陵　履中陵ビュー　いたすけ
御廟山　博物館

※明日(2月16日）は泉州マラソンに出場するので、一日早く来て古墳めぐりを計画されたお客様。ただ歩いていただけでは分からないという事で申し
込まれました。沢山質問して下さり、楽しかったと言って頂きました。

※海南市から母子保健推進に携わる女性の皆さんがお越し。質問も多く受け、皆さんとても楽しそうに堺の一日を満喫されてました。

土

旗塚古墳　いたすけ　御廟山
ニサンザイ　反正陵　展望ロビー

宮尾

2



日 曜日 団体名 時間 人数
移動
方法

ＮＰＯ法人 堺観光ボランティア協会ニュース　４月号　　　2020年(令和２年)３月25日　発行

2020年(令和２年)２月度　ツアーガイド実施報告

担当ガイド 案内場所

全国観光トラベル㈱
「広野町内会」(静岡県）

9:30
12:10 22 松浦 徒歩

有限会社八栗観光
「日本石材産業協会」

9：35
12：20 14 奥野

マイクロ
バス

堺観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」

9:50
12:55 2 竹原 徒歩

下電観光バス
「如月ミステリー」

12：00
13：15 43 林茂 徒歩

読売旅行九州・中国・四国
「あったか南紀」

11：30
14：30 37 中村博 バス

シルバー人材センター
「南剪友会」

10:00
11:40 28 岡本匡 徒歩

花の文化園ボランティアグル-プ
10：30
15：50 19 森口

バス
徒歩

JA愛知西旅行センター 「JA愛知
西 年金友の会平和支部」

12:10
13：40 40 加藤 徒歩

大阪大栄旅行
「高陽校区福祉委員会」

9:30
15:30 40 小川正 バス

ジョイックス
「中津地区福祉委員会」

10：00
15：40 31 寺口 バス

天川村人権教育推進協議会
（株）奈良旅ネットワーク

13：20
14：50 24 辻 徒歩

下電観光バス
「如月ミステリー」

12：00
13：20 46 丸山 徒歩

　㈲旅助　「（公社）滋賀県建設産
業団体連合会」

13:４0
15:40 32 林茂 バス

「西堺尐年補導員連絡会」
13:00
15:40

22 藤井安 徒歩

ミツワトラベル
「川西市川西北小学校」(5年生）

13：10
14：25

69 井藤 定点

静岡大学教育学部地理学教室
10：00
13：15 10 藤井英 徒歩

東洋観光サービス
「野田八幡大神社」

15:00
16:20

26 箕野 バス

16 日

※利晶の杜の晶子館で、皆さん晶子さんの子供の数を見て、パネルの前で唖然とされていました。お客様の中に大阪検定2級合格者がいて、細か
い説明もよく聞いてくださいました。

※全国古墳数第5位の岡山からのお客様。ミステリーツアーにふさわしく「何故、百舌鳥に大王陵が築かれたか？」など熱心に聞いて頂きご満足して
頂けた様です。次回は「黄金の町～中世ミステリー編」をお勧めしてお別れしました。

※皆さん健脚揃いと腹ごなしの為、泉ヶ丘駅から徒歩で昼食場所まで向かいました。人気の片蔵ソバは予約が出来ないので、開店早々に入りまし
た。荒山公園の梅は散りかけていたのが残念でした。

※愛知県からのお客様。歴史の古さに感動し「来て良かった」との事です。できればもっと時間をかけて廻りたいようです。

※ご高齢者が多く、昼食でアルコールも入り心配しましたが、皆さん時間厳守で、案内も熱心に聞いて頂きました。２回目の堺ツアーですが、また来
たいとおっしゃってました。

櫻井神社　多治速比売神社　荒山公園

仁徳陵　博物館

博物館VR　伸庵/黄梅庵　大仙公園内古墳
仁徳陵

※広島県からのお客様でした。世界遺産とはどんなものか、と思い来堺。アウトラインのイメージは出来た、とのお言葉でした。

長尾

辻中

もず庵　仁徳陵　履中陵ビュー　いたすけ
御廟山　博物館

古川

田辺

仁徳陵　博物館

展望ロビー

仁徳陵　博物館VR　伸庵

展望ロビー　仁徳陵　大仙公園

※茨木市の民生委員の方々。南宗寺でザビエルのお話をすると、ザビエルの肖像画の発見について詳しく教えて頂きました。又世界遺産になった
経緯を興味津々で聞いてくれ、中に入れない事や上空から見ることができない事を残念がっていました。

※坐禅会で心清くなり、お客様と一緒に案内を楽しみました。剪定をされる方達ですので歩みはしっかりされていました。徳島県人会の方がいらっ
しゃって「大河ドラマに三好一族と利休を」と皆でエイエイオー!

森継

唄

南宗寺

展望ロビー　仁徳陵
博物館VR　百舌鳥八幡

南宗寺　仁徳陵　博物館　もず庵

※元気なお客様で勉強熱心。質問も多く、楽しくガイドさせていただきました。

※四国で石材を扱う会社の方々。お仕事柄、墓石や石燈篭などに興味を持たれる方もいましたが、始めて堺に来られる方が多く、あいにくの雨の中
でしたが楽しんで頂きました。

※岡山からのお客様。ほとんどの方が初めて堺を訪問。仁徳陵の古墳の大きさを実感して頂き、博物館で数多くの貴重な展示品をご覧いただき「い
い場所に連れて来てもらった！」と喜んでおられました。

※山口・佐賀・福岡からのお客様で、堺についてはあまり知らない様なので分かりやすい案内を心がけました。雨のせいもあり時間の無い中でした
が、次から次へとあわただしくも時間通り進める事ができ、満足して頂けた様です。

展望ロビー　南宗寺　仁徳陵
博物館　伸庵  伝産会館

仁徳陵　博物館VR

仁徳陵　自転車博物館　日本庭園　妙國寺
鉄砲鍛冶屋敷　水野鍛錬所　方違神社　江久庵

利晶の杜　利休屋敷跡

中川辰

月

火

水

※仁徳天皇陵古墳を知っている人が多かったが、ガイド付きは初めてで「良かった」とお褒めの感想でした。

※市役所展望ロビーでは、東に奈良との県境の山並みが、西に明石海峡大橋が快晴のお天気の下良く見えました。滋賀のお客様達は「我々の日
頃の精進の賜物だ！」と喜んでいただきました。短時間の駆け足での堺でしたが、熱心に耳を傾けて下さいました。

※ガイドの始めと終わりに挨拶がありました。期待していた世界遺産を目にする緊張感からでしょうか、静かに聞き入っています。展望一周もあっとい
う間でした。時節がら、バスに乗り込む前1人1人手の消毒をされていました。

※若い大学生の方々で、知識欲もあり反応も良くやりがいのあるガイドでした。古墳中心のガイドでしたが世界遺産登録前と登録後の経緯について
熱心に耳を傾けて頂きました。

※神社の氏子総代の方々で全員が男性でした。年1回、親睦会で神社参拝するとの事で、今年は橿原神宮を参拝。愛媛県四国中央市にある宇摩
向山古墳の話から四国中央市の市会議員さんも参加されて色々質問もあり、楽しいグループでした。

仁徳陵　展望ロビー

仁徳陵　いたすけ古墳
履中陵　博物館

丸岡

20

若槻

森口

永田

木

17

18

19
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日 曜日 団体名 時間 人数
移動
方法

ＮＰＯ法人 堺観光ボランティア協会ニュース　４月号　　　2020年(令和２年)３月25日　発行

2020年(令和２年)２月度　ツアーガイド実施報告

担当ガイド 案内場所

小田急トラベル「小田急レディスク
ラブ（小田急百貨店友の会）」

10：00
12：30 12 土井 バス

下電観光バス
「如月ミステリー」

11：25
13：20 54 西川 徒歩

旅ネットワーク
「神戸自治連合会」

11:10
14:30 12 高橋律 バス

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

6 澤井 徒歩

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 18 　平野 定点

JR東海ツアーズ 「大阪百舌鳥・古
市古墳群と路面電車の旅

15：30
16：45 8 　堀 徒歩

堺観光コンベンション協会
「ふるさと納税」観光タクシーで巡
る「百舌鳥古墳群」

10：00
13：30 2 　弘瀬 タクシー

ブルーツーリズム北海道
「北海学園大学　人文学部」

14：20
16：40 21 小川正 徒歩

堺事件関連のみなさん
前田桂子様

9：00
17：00 1 呉竹

フリー
チケット

２月下電観光バス
「如月ミステリー」

12：05
13：10 25 大北 バス

堺商工会議所青年部
17:00
20：00 32 川上浩 阪堺電車

ユーラシア旅行社「遊覧飛行で知る
世界遺産百舌鳥古市古墳群」

11：50
16：45

8 國領 バス

下電観光バス
「如月ミステリー」

12：05
13：10

28 牧 徒歩

読売旅行九州・中国・四国
「あったか南紀」

11：30
14：40

19 矢木 バス

日本旅行国際旅行支店「ＡＵＳ教
育旅行関係者招聘事業」

12:15
14:00

21 川上浩 徒歩

25 火

展望ロビー　仁徳陵　博物館
履中陵ビュー　反正陵　江久庵

永田

仁徳陵　博物館

展望ロビー　仁徳陵
博物館VR　もず庵

平岡

※前日の「堺事件から150年記念式典」に高知県南国市稲生(西村佐平次が幼尐の頃住んでいた処。100周年の時に碑も立つ）からお見えになった
老人会の世話役さん。我々のチラシがきっかけで2月2日に町内上げての勉強会をされて、高知大学短期研究員として勉強中とおっしゃってました。

※大学の課外授業の一環で道外の観光地を回るとの事で、先ず百舌鳥古墳群を見て、翌日は京都に行かれるとの事でした。コロナ渦の北海道から
のお客様でしたが皆さん元気に古墳巡りを楽しんで頂きました。北海道には残念ながら前方後円墳は無いので、実際の前方後円墳を見た方も尐な
く、感慨もひとしおでした。

※コロナウイルス感染恐怖から参加者が44名から19名に減ったが、来堺下さったので丁重にお礼申し上げました。ただ集客グループだったのでまと
まりがなく、案内もバラバラになり残念であった。

※全員オーストラリア人。

※岡山から日帰りミステリーツアーのお客様。大仙公園の河津桜に倉敷より綺麗と、博物館では世界遺産のレプリカや夏の陣の大筒、特別展の道具
類に大いに興味を持たれていたようでした。堺には過去にも来られた方も多いようですが、今回が一番面白かったとのお言葉を頂きました。

※阪堺線内案内とまちづくり計画つくり。

※遊覧飛行で知る世界遺産「百舌鳥古墳群」のお客様。新型コロナの影響で参加者が減ってしまったと添乗員さんの説明がありました。関東地区お
住まいの皆さんは周辺の古墳は良くご存じでしたが、目の当たりに見る巨大古墳に感激されていました。

※寒い中和やかに楽しんで下さった。「光秀の鉄砲はどれやろ？」と楽しそうに探しながらご覧になっていました。大河はこれから堺の出番が増えま
す。

博物館VR　仁徳陵

阪堺電車内案内

仁徳陵　博物館

百舌鳥八幡　仁徳陵　博物館VR　展望ロビー

展望ロビー

堺事件の碑　妙國寺
宝珠院　仁徳陵　博物館ＶＲ

反正陵　仁徳陵　履中ビュー　履中陵
いたすけ　御廟山　ニサンザイ

博物館　仁徳陵

御廟山　いたすけ　履中陵ビュー
博物館  仁徳陵

※行程票はとてもゆっくりしたコースだったので、運転手さんの協力もあって、いろいろ追加できました。仁徳陵西側の初霜坂や履中拝所までまわ
り、まだ時間が余ったのでニサンザイまで回ってもらい、東京からのお客様は古墳を充分満喫されたことと思います。

※予定より30分早い到着でした。古墳見学を楽しみにしておられる方が多く、拝所前でも熱心に説明を聞いて頂きました。

※岡山からのバス2台4グループのお客様。本降りの中博物館での案内を詳しくして、造山古墳の話で興味を持ってもらい楽しく会話が進みました。
今度はゆっくりと来て古墳巡りをしたいとのお言葉を頂きました。

※松阪市神戸地区からのお客様で全員男性でした。食事中に雨がひどくなった事もあり博物館の案内を長くするなどして楽しく廻れました。

※足のお悪い方がおられるという事で市役所受付で車いすを借り、バス横に準備し展望ロビーを見学して頂きました。拝所前や博物館での案内で
神話等で楽しんで頂きました。

21 金

22 土

23 日
※大阪から北海道の友人と男性2名、兵庫からの男性。行く先々で写真を撮られ説明もよく聞いてくださいました。又京都のご夫婦と大阪市内の男
性、この古墳巡りを複数回経験されていて、その会話は楽しいものでした。

御廟山　いたすけ　履中陵
大仙公園　仁徳陵

仁徳陵　博物館

展望ロビー　仁徳陵　博物館

柳

26 水

27 木

28 金

24 月
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日 曜日 団体名 時間 人数
移動
方法

ＮＰＯ法人 堺観光ボランティア協会ニュース　４月号　　　2020年(令和２年)３月25日　発行

2020年(令和２年)２月度　ツアーガイド実施報告

担当ガイド 案内場所

吹田市立学校教育研究会
13：30
16：30 1 樽野 徒歩

下電観光バス
「如月ミステリー」

11:45
13：15 34 長江 徒歩

第36回堺新発見ツアー
9：30
13：00 19 柴田友 徒歩

コミュニケーションツアーズ
「長田親友会」

9：30
12：00

13 松井 バス

反正陵　仁徳陵　履中陵井藤

大西

※7時30分、姫路を出発。バスの昇降時に必ずアルコール消毒液を使う60歳以上の仲良し男性グループ。晶子さんが堺出身であるのをご存じなく、
沢口靖子のことはご存じでした。今夜は新和歌の浦泊りとか。

※雨の中お一人だけの参加でしたが、楽しく古墳めぐりができました。以前からの友人でもあり、おしゃべりと古墳の案内をおりまぜながら古墳を廻り
ました。

※博物館で仁徳天皇陵古墳から出土した石棺のレプリカを見て、地元岡山の古墳と比較され大きさを感じておられたのが印象的でした。古墳時代
に興味をお持ちの方が多く、ガイドを見て下さる視線がありがたかったです。

※参加者全員百舌鳥三陵７㎞以上を完歩。共に喜ぶ時を阻むかのように雨になったのが残念。

仁徳陵　博物館

御廟表塚　ニサンザイ　百舌鳥八幡　御廟山
いたすけ　仁徳陵

仁徳陵　博物館　展望ロビー

★コロナウイルス関連で20件のキャンセルがありました。それでも、２月に70件も来て頂いたのは感謝です。

29 土

29 土

5


