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「べーら べーら べらしょっしょい！」迫力

ある掛け声と共にふとん太鼓が真っ白い霧の中か

ら現れました。子供達が太鼓を叩き、大きく重い

ふとん太鼓を 60 人ほどの担ぎ手が、力いっぱい持

ち上げて市役所前をねり歩きます。また、昭和の

堺の映像が映し出されたスクリーンをぶち破り、

本物のふとん太鼓が登場するなど、それぞれの趣

向を凝らした 10 台のふとん太鼓が、堺まつり前夜

祭を盛り上げていました。「べーら」とは「米良」

のことで、豊作と大漁を神様に感謝と願いを込め

た掛け声だそうです。ふとん太鼓の布団はその神

様の神座（かみくら）。神様に豪華で心地よい布団

に座っていだだこうとは、なんとも堺人のおもて

なしの心が表れた秋祭りではないでしょうか。10

月 19 日（土）前夜祭の「Ｍina さかい」では、仙

台すずめ踊りや歌の物まねショー等が行われ大盛

り上がりでした。

翌日の 20 日（日）11 時から約 1000 人のお祝隊

の大小路筋大パレードが始まり、ファンファーレ

と共に色とりどりの風船が空に舞いあがりました。

そして「バンバン、バーン」、スペシャル鉄砲隊の

一斉祝砲のあと、ボーイスカウト・ガールスカウ

トの皆さんが「1600 年の世界遺産に出会うまつり」

と書かれた横断幕を持ち先導役を務めてくれまし

た。ハニワ部長も手を振っています。今年は、「百

舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録」を祝し、お

祝い隊には古墳が描かれたＴシャツとタオルが用

意されていました。区ごとに色分けし、堺区は紫、

中区は青、東区は薄緑、西区は緑、南区は黄色、

美原区は薄桃色です。私たち協会員 33 名は北区の

仲間入り、おそろいのオレンジ色のＴシャツとタ

オルを持っての行進です。皆、撮影陣のカメラ前

に来ると、とびきりの笑顔と元気な笑い声でパレ

ードに活気が溢れました。区と区の間には、種子

島、国友、根来、会津、彦根、岩国、紀州、堺の

鉄砲隊の祝砲が響き渡ります。各区ではチアリー

ディングのパフォーマンスや、古代衣装、鎧兜に

身を包んだ団体が参加です。そして行列の最後は、

前夜祭で見たあの勇壮なふとん太鼓が 10台一列で

練り出しました。    

ここで「うんちく」です。堺まつりの起源は大

阪を代表する夏祭りの一つ「住吉祭」にあると言

われています。毎年８月１日には、神輿が住吉か

ら堺・宿院のお旅所まで渡御します。奈良～平安

時代の頃の資料にも登場するのです。今回初めて

参加した私ですが、ますます堺が大好きになりま

した。歴史と伝統のある堺まつりを令和の時代も

しっかりと受け継ぎ、さらに次の時代へと継承し

ていきたいと思いました。（広報部・和田千香）
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◇ 堺五月鯉幟（ｻｶｲｻﾂｷ ｺｲﾉﾎﾞﾘ） 「髙儀」         【 髙田 武史 】

堺五月鯉幟「髙儀」の歴史は、明治初期、初代髙田儀三郎（ｷﾞｻﾌﾞﾛｳ）が、お伊勢参りの帰り

に名古屋で見かけた紙鯉にヒントを得て、和凧（ﾜﾀﾞｺ）「勝間凧（ｺﾂﾏﾀﾞｺ）」の職人に作らせた

ことに始まります。当時「髙儀」は、大道筋（現在の御陵前）付近で和紙や筆・墨などを扱う

文具・玩具等を商い営んでいました。大道筋を挟んで向かい合う店の前には「いか吉」という

和凧職人がいたなど、紙鯉製作の環境は整っていました。当初、紙凧は真鯉一匹で、和紙は四

国から取り寄せた手漉きの宇和仙花を使い、全長５～６ｍにもなる立派な鯉幟を作りました。

明治中頃、紙の耐久性を考え日本でも初めてで

あろう綿布による鯉幟作りに着手し、布による染

色の技術の向上とともに、これが現在の「堺五月

鯉幟」となりました。鯉幟の生地は堺の地場産業

でもある小幅の反物の幅では継ぎ目及び強度不足

の課題があり、いち早く英国より広幅の生地を輸

入し、鯉幟を綿布で仕立て完成させました。「髙儀」

では凧絵師の職人を抱えていましたが、その中の

一人で「音吉さん」という職人が、明治末に真鯉

の背に金太郎を乗せた図柄を考案し、これが後世

に続く「堺五月鯉幟」の代表作となりました。

金太郎は「坂田の金太郎」の立身物語であり、「髙儀」では男児の出世を祈願して童顔の「金

時」を描くのが慣わしとなりました。特に金太郎が鯉の背中に乗っかっている分、胴幅が太く、

口輪の直径も大きい、でっぷりとした鯉本来の姿形を表現している鯉幟は全国にも次第に人気

を得るようになりました。

☆ １１月号 インデックス（目次）

巻頭言「堺まつり」 Ｐ1 定点ガイド部 8～10

堺の伝統産業を紡ぐ「堺五月鯉幟」 2 広報部     10

(目次) Ｊ:COM 予定・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ・便利ﾒﾓ 11

＜各部ニュース＞ あ・ら・かると「同期会・20 期報告」      12

事務局 3 あ・ら・かると「ガイドの豆知識 11」      13

総務部 4 トピックス「ｴﾘｯｸ・ｼｭｳﾞｧﾘｴ」さん     14

研修部 4 トピックス「行基菩薩と四国八十八箇所」 15～16

ツアーガイド部 5 一口メモ「文化の日」      16

事業部 6 【2019 年 11 月度月間予定表】 17

企画部 7 〔2019 年 9 月 活動実績と内容〕 18

  ◇ 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、今回は、薫風かおる堺の空に悠然と泳ぐ鯉幟、ウロコの

ひとつひとつを丹念に手書きで仕上げ、かつ背中に赤い金太郎さんを乗せた鯉幟を製作している

「高儀（ﾀｶｷﾞ）」の六代目：伝統工芸士の高田武史さんから投稿して頂きました。

昨今の少子化や住宅環境の変化もあって、町なかで鯉幟を見る機会が少なくなっています。ま

た後継者の課題もあるようでが、「可能な限り鯉幟を作り続けていきたい。」と仰っています。
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ウロコ一枚ずつに幾筋もの繊細な線を描き、ぼかしの独特な技法を使い濃淡をつけて描く「髙

儀の鯉幟」は大正・昭和初期には鯉幟市場を独占し、ハワイに輸出するまでになりました。

「髙儀の鯉幟」の隆盛は第二次世界大戦前まで続きました。鯉幟の標準サイズは当時 2 間半

から 3 間（1 間は１ｍ80cm）ですから、5 間、6 間（10ｍ80cm）のものが売れるなど、男児が生

まれた家では競うように鯉幟を揚げたものでした。しかし、戦争が始まると、華美を控える風

潮や空襲の標的にされる現実から、鯉幟を揚げる習慣は次第に控えられるようになりました。

やがて戦争が終わり、五代目（為八）が戦争から帰ると、世の中は戦後の混乱期で鯉幟どころ

ではありませんでしたが、四代目（吉雄）と共に「髙儀」の伝統の手描き技法を守って、ひた

すら鯉幟を作り続けました。世の中が戦後の復興とともにぼちぼち鯉幟を揚げる習慣も甦って

きた時、逆に「髙儀」にとって最大の危機が訪れました。それは、現在の兵庫県播州方面で、

スクリーン印刷による安価で大量生産ができるナイロン製の鯉幟に押される現実に直面したこ

とです。手描きの鯉幟は廃業寸前の窮地に追い込まれました。

しかし、松屋町の問屋さんからのアドバイスもあり、「プ

リントでできる鯉幟は、いずれ誰でも作れるようになる。

折角、『髙儀さん』の所は手で描くという良い技術があるの

だから！」と励まされ作り続けることができました。やが

て昭和 56 年に六代目（武史）が家業に入り、昭和 61 年に

「髙儀の鯉幟」は「堺五月鯉幟」として大阪の伝統工芸品

に指定されました。現在は、マスコミの取材も増え認知度

も少しずつ上がり、人気も頂けるようになりました。

「鯉幟」は「いつに世にあっても、子供が強く逞しく育

って欲しい」という親御さんの願いが託され描かれます。先代からのもの作りの心を引き継ぎ

ながら、アゲインストの風に立ち向かい、時代の波を泳ぐ、それが「堺五月鯉幟」です。

事務局 ニュース

  ◆ 運営委員会 報告

・2019 年 10 月 7 日（月）14 時から東洋ビルにて開催。

『理事長報告』

① 「ガイド内容の苦情」について

・最近、ガイド内容について相次いで苦情があった

     ・政治宗教に関連する内容や、何かを誹謗するようなことは発言しないように

     ・お客さまから意見が届いた場合、事実関係を調査・謝罪する手間だけではなく

当協会の信用が失墜します

     

★ １０月度配置状況

・10 月度の欠員状況 43 ポスト、ツアーガイド部 221 ポストで前月に比べて激増

・定点と併せて厳しい状況が続いている

   ★ 秋季堺文化財特別公開

     ・パンフレットは、各関係先に配付

     ・各公開箇所のマニュアルの整備と勉強会の実施
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研修部 ニュース

☆会員交流会のお知らせ

・今年度の会員交流会の参加希望を集計

・11 月 28 日（木）神戸コース、12 月 18 日（水）岩出・紀の川コースの

２コースともバス 1 台の定員のため、申込多数の場合は抽選をして調整する

参加を希望された方には、抽選の結果、不参加となった場合も含めて、

全員にメールで連絡する予定

・調整に時間がかかる場合は、連絡が 10 月末～11 月初めになることもあるが、

了承いただきたい

・メールでの連絡ができない方は携帯のメッセージ（SMS）か電話連絡する予定

                                                                                                                                                                                                                

◇ 各部門からの連絡・報告  

総務部 ニュース

☆ 会員の状況

<11 月１日 現在>

正会員数 ２５０名・休会会員数 ６・賛助会員数 ８名・総会員数 ２６４名

                   

  ☆ 「活動交通費調査票更新」について

・提出された調査票の、案内場所への経路の妥当性、交通費金額の正否チェックが終了

・手書帳票、修正箇所を正規帳票への入力作業を行い、会員にその内容を通知します

☆ 「２０２０年度 新年会」について

   ・新年会を、2020 年１月 15 日（水）に開催予定

   ・第 1 回準備 PJ 会議を、10 月 1 日（火）に実施

   ・前年までの反省点を踏まえ、概ね前年度と同内容で進める予定

   

★ 堺まつり

     ・協会員 33 名、揃いのＴシャツとタオルで

「百舌鳥・古市古墳群 世界文化遺産登録決定」パレードに参加

   ★ 堺観光情報連絡会報告

     ・利休屋敷跡の植木剪定済み

     ・履中天皇陵の上野芝駅東側案内看板の設置申し入れ

     ・展望ロビーのお客様対応（ガイド以外）は、警備員に対応お願いする

     ・パンフレット在庫切れで補充が間に合わず、観光コンベンション協会に申し入れ
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ツアーガイド部 ニュース

☆「第３４回 堺新発見ツアー」の開催

・「古墳シリーズ第３弾」

“ニサンザイ古墳から仁徳天皇陵古墳”

・集合：11 月 17 日（日） ／ 10 時／ 南海高野線中百舌鳥駅 南口

☆「１１月の自転車ツアー」の開催

  “堺の五街道と和菓子めぐり”

・集合：11 月 10 日（日）／ 9 時／ 南海本線堺駅 観光案内所

☆「２９期生対象 第４回シリーズ まち歩き勉強会」の実施  

・次の日程で堺のまちを歩きます

第 1 回 11 月 21 日（木） 9 時 30 分 南海本線七道駅から山口家まで

第 2 回 12 月 19 日（木） 9 時 30 分 綾ノ町交差点東から妙國寺まで

第 3 回 1 月 23 日（木） 9 時 30 分 堺伝統産業会館から開口神社まで

第 4 回 2 月 27 日（木） 9 時 30 分 千利休屋敷跡から臨江寺まで

☆「ツアーガイドの公募」について

  ・沢山のお客様が堺に、百舌鳥古墳群に来られています

  ・ツアーガイドの申込みが、世界文化遺産登録前後から増加

  ・9 月は、124 件、前年比 258％（昨年 48 件）、ガイド担当述べ 196 人

・10 月は、160 件（10／15 現在）以上実施予定

  ※  今まで、活動予定表に‘○’を記入してもらい、その中よりツアーガイド担当を

依頼してきましたが、とても対応が間に合いません。

    これからも活動予定表にも‘○を記入してもらいますが、メールで随時公募します。

   皆様の協力をお願いします

★ 2019 年９月度ガイド実施状況

     総件数 １２４件 ／ 案内の総人数 ２,９６４人 ／ 担当ガイド １９６人

      

※ 「ガイド実施報告」と「小学生展望ロビー社会見学実績」は、別紙で報告します

≪関西文化の日≫

関西文化の日に伴う無料公開について 11 月 16 日（土）・17 日（日）

今年で第 17 回目を迎えるこの催しは、関西一円の美術館や博物館などの文化施設が入館料を

無料にする取り組みです。堺市内の施設をお知らせしますので、配置の担当者は確認すると共に、

お客様へのご案内に注意してください。

対象施設：堺市博物館・自転車博物館・さかい利晶の杜・みはら歴史博物館

山口家住宅・清学院 二日間無料。

     
※ 大仙公園日本庭園(11 月 3 日のみ) 堺アルフォンス・ミュシャ館(11 月 3 日のみ)
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≪写真ニュース・堺まつり≫

事業部 ニュース

☆ 各プロジェクトの活動

  

＜華美芝居部隊＞

・こども堺学サポーターとして金岡南小学校にて

9 月 26 日（木）6 年生 4 クラスに仁徳天皇陵古墳について授業

   ・日本最低山縦走ウォークにて、10 月 6 日（日）に公演

   ・10 月 12 日（土）の善宗寺での華美芝居は、台風の為中止

  ・秋季文化財特別公開時に、11 月 1（金）～4 日（月・休）多治速比売神社にて公演

・こども堺学サポーターとして新金岡東小学校にて

11 月 14 日（木）6 年生 1 クラス（22 名）に仁徳天皇陵古墳について授業予定

＜音曲組＞

・予定なし

＜呈茶チーム「茶々の会」＞

・秋季堺文化財特別公開の 11 月 1 日（金）2 日（土）山口家住宅で呈茶

＜ＪＡ堺市「CROP」＞

・「中区深井中町」を、10 月 5 日（土）に取材

・「西区菱木」を、11 月 16 日（土）に取材予定

＜鉄砲鍛冶屋敷調査＞

   ・9 月 19 日（木）、26 日（木）「鉄砲鍛冶屋敷 階段部屋 2 階」調査作業へ参加

    ・袴及び袴用布多数、鼈甲製三味線バチ、陣羽織（八鷹紋入り）、昭和初期雑誌多数

  〔山之口商店街・事業部全般〕

   ・9 月 28 日（土）、10 月 2 日（水）に棚卸を行う
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企画部 ニュース

〔学校連関連〕

☆「２０１９年度春季インターンシップ研修」の受入

   ・羽衣国際大学より 2019 年度インターンシップ研修の申込みあり

・研修を 2 月 3 日（月）～29 日（土）の間の 10 日間

・人数、日程等の詳細は、大学と打合せして決定

・企画部、定点配置担当のお世話になりますが、宜しくお願いします

    

〔広域連携関連〕

☆「南海・歴史探訪ガイドウォーク」

＊第 4 回「まぼろしの皇居・住吉行宮と古代の豪族・依羅吾彦（よさみのあびこ）を

訪ねて」7km の開催

・開催日：11 月 4 日(月・祝) ／ 集合：9 時 30 分に南海本線 住吉大社駅  
・主 催：すみよし歴史案内人の会主催

＊第 5 回「楠公ゆかりの地を訪ねて～楠公夫人遺跡の新たな発見・その秘話～」

7km の開催（2019 年度 最終回）

・開催日：11 月 30 日（土）／ 集合：9 時 30 分に南海高野線三日市町駅  
・主 催：とんだばやし観光

     

  ☆「大阪・奈良歴史街道リレーウォーク」

  ＊第 4 回「古代のロマンかおる掖上（わきがみ）の道を歩く～クスリのまちの

歴史を探る～」７ｋｍの開催

     ・開催日：11 月 2 日（土）／集合：９時に JR 和歌山線玉手駅

     ・主 催：御所市観光ボランティアガイドの会

  ＊第 5 回「創建 1300 年国宝のある寺『栄山寺』と柿の選果場見学」５ｋｍの開催

     ・開催日：11 月 9 日（土）集合：９時 30 分に JR 和歌山線五条駅

     ・主 催：五条市ガイドの会

   

   ＊第 6 回「花小路せせらぎの道を歩く」7ｋｍの開催

     ・開催日：11 月 17 日（日）集合：９時 30 分に法隆寺 i センター

     ・主 催：斑鳩の里観光ボランティアの会

   

＊第 7 回「空海の足跡をたどる～高野山 1200 年～奈良での空海の動き」の開催

     ・開催日：12 月 1 日（日）集合：９時 30 分に近鉄奈良駅

     ・主 催：NPO 法人なら・観光ボランティアガイドの会

   

☆ イオン主催「祝 世界文化遺産登録記念 百舌鳥・古市古墳群 堺ウォーキング」の開催

     ・開催日：11 月 3 日（日）／ 参加人数：120 名（20 名×6 班）

     ・当協会は、協力として 7 名のガイドが参加
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定点ガイド部 ニュース

＊「自転車博物館」で秋季企画展が開催されています。

「自転車博物館」では、10 月 8 日（火）～12 月 18 日（水）秋季企画展「総漆塗り天然素

材竹と木の自転車（2 人乗りタンデム）」が開催されています。

この自転車はトライアスロン活動を始めていた弱視の方が、身長の低い奥様がパイロット

（前に乗る操縦者）として乗ることができる自転車はないものかと制作を依頼し、また大学

で漆芸を学んだ娘さんが両親のためにと深夜の作業を続け、七宝紋様をデザインしたもので

す。「人と人との繋がり」「自然との融合」をコンセプトとしています。

フレームは真に美術工芸品で一見の価値があります。ご家族・友人連れで是非「自転車博

物館」2 階エントランスホールにお出かけください。

＊ 千利休屋敷跡散水実施時のチェック印お願いの件

千利休屋敷跡の杉苔・野芝への散水につきましては、2019 年 4 月観光推進課からの協力

依頼に基づき、皆様に周知させて頂きましたが、実施後のチェック印の無い日が多々見受け

られます。散水された時は、活動日誌に実施のチェック印をして頂くようお願いします。

★「全体部会」を 10 月 11 日（金）に行いました

※下記は、各定点の 9 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（川上由）〕

＊ 大仙拝所前（担当：重永・江川信・福島）

・地図パンフレットを持って反正天皇陵古墳、市役所から歩いて来たという３組の方。

その内若い男性 2 人がとても熱心で詳しい方がいました。（2 人は一人一人別グループ）

「堺はどこへ行っても案内の人がいて素晴らしい。」と言われました。

・東京からの男女５人のグループ。お一人はいわゆる古墳女子、その他のメンバーも熱い

熱いグループでした。説明を聞いて本当に良かったと感謝していただけました。これか

ら岸和田のだんじりを見に行くとのことでした。

・聴覚障がいの中年男性 2 名が来所。カメラで盛んに撮影し、我々の案内パネルを指で示

しながら、何とか通じたようで、大変喜んでいただけました。

＊ さかい利晶の杜（担当：松村・柳）

・企画展「立花大亀と茶の湯」を目的に多数の来館がありました。伊賀上野のお茶のグル

ープは立花大亀の事をよくご存知でした。立花大亀のご親戚という方がご夫婦で来られ

ました。

・北海道からお茶をしている女性。お茶関係で昨日は大徳寺に行かれたとの事。堺はなぜ

中世発展したのか熱心に聞かれました。

     ・家族・親戚の御一行、自転車で堺を廻っているとの事。どこか行くところは？と聞かれ

     たので南宗寺、妙國寺をお勧めしました。
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＊ 千利休屋敷跡（担当：辻・大北）

・神戸の母親と息子。母親のお父さんが与謝野晶子の大ファンで

いつも「晶子」の ことを聞かされてきた。母親は、今日は晶子ゆかりの地に

来ることができ大変感激しましたと言われていました。

・羽衣国際大学 3 名をインターンシップ研修で受入。同じ大阪でも「堺の方」は豊臣秀吉

より徳川家康びいきということに驚いたとのこと

＊山口家住宅（担当：今村・西岡英）

・広島出身のヨーロッパ暮らしの日本人。堺の古民家の写真を撮りフェイスブックに載せ

  たいとのこと。

・開館と同時に 23 名の団体が来館。奈良県の歩こう会の皆さま、「家に帰ったみたい」と

いう感想。今井町の方々でした。

・ラグビー・ワールドカップの観戦に来日された方が各定点に来られています。

山口家住宅にはアルゼンチン、ドイツの選手が来館されました。

＊清学院（担当：澤井・古川）

・韓国の若い女性。日本に興味が有り、東京に在住して色々と旅行している。寺子屋の話

に大喜び、天神机を前に記念撮影、はしゃいでいました。                         

・千葉からのご夫婦。妙國寺→伝産会館→山口家→清学院と廻って、ここで話を聞いてい

るうち、今から薫主堂→朝日堂→水野鍛錬所に行くと決めた。堺は 2 度目で、前回は 2 月

頃世界遺産になる前にと仁徳陵古墳、南宗寺、利晶の杜に行かれたということです。

・大阪からの若いカップル。チンチン電車を始発駅から終点まで行くとのこと。途中下車

して堺観光、この後山口家住宅へ向かわれました。

〔 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）

・幼児が仁徳天皇陵古墳を見に来ました。堺生まれの子供達、世界文化遺産のある町に生

まれたことを誇りにして、世界文化遺産をいつまでも守ってネ！と伝えました。

・愛知からの女性。「全体が見えないのが残念！今度はヘリコプターに乗りにまた来るわ～」

とのこと。

・多摩美術大学の先生。明日ミュシャ館で講演されるとのこと。堺、古墳、清学院、他、   

すべてにご興味がおありでした。アイルランドに 100ｍほどの円墳がありますと言わ

れていました。

＊ 南宗寺（担当：中西慎・澤野・大橋）

・お客様から仏殿の清掃をどうしているのか質問があり、受付の方に聞きました。八方睨

みの龍も含め、毎年年末に座禅会の方が掃除をされる、天井は葉の付いた竹でされるそう

です。

・東京からの女性。熊野街道からずっと歩いている、「今日は小栗街道・紀州街道と通り

明日天満橋ゴール予定です。ここは是非見たかった」と。

・千葉からの女性。三好長慶の大ファンで先日“歴史秘話ヒストリア”で取り上げられ、

いても立ってもいられず来寺されじっくり見学され、次は顕本寺へ行かれた。
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＊ 妙國寺（担当：小出・箕野）

・「とさ電トラベル」の団体 58 人、堺事件は大変熱心に聞いて頂き、又、土佐十一烈士の

一人である北代堅助の子孫の友人も参加され、感無量の様子でした。

・札幌からのご夫婦。百舌鳥古市古墳群が、世界遺産に登録が決まり、仁徳天皇陵古墳を

見てから、妙國寺へ拝観に来た。⇒世界遺産登録決定の効果

・箕面からのご夫婦。チン電に乗りたくて来堺。「妙國寺前」と言う停留所に魅かれて来寺。

「停留所があるだけに立派なお寺ですね」と。

＊ 堺伝統産業会館（担当：奥野）

・アルゼンチンからの夫婦。堺の伝統産業を英語版冊子を元に説明、何とか伝わったよう

です。ラグビー・ワールドカップの応援に来日され、前日、花園で試合があり勝ったよ

うで、楽しいガイドとなりました。

・路面電車を利用して来館の年輩ご婦人。ビデオを見ながら色々と質問を受け、「堺がこん

なに色々な技術が詰まった町とは知らなかった」との感想を話された。

＊自転車博物館（担当：大橋・溝）

・大泉中学の先生と生徒。堺の紹介ビデオを作る為、大仙公園内の施設を見学とビデオ

撮影し「巡ってみると堺には紹介する所が沢山あるのを改めて気づいた」

・東京からの男性。車関係の仕事をされ熱心にガイドを聞かれた。コンフォートバイクの

前で友人のマウンテンバイクもコンピュータ制御であったと突っ込んだ質問を受けた。

自転車の改良の歴史は車への結び付きが非常に興味深い」と満足されていた。

広報部 ニュース

★ 「協会ニュース」

・今月号ニュースのトップページは、“堺まつり”の前夜祭と本番の大パレードを掲載

・来月号は秋季堺文化財特別公開特集として発行予定

★協会ニュース季刊誌 「Kanbora の箱」発行

   ・秋号は堺文化財特別公開の南区・初開催に関連した内容で発行

見学・お客様ご案内の時にも参考にして頂ければ幸いです

・次回冬号の内容を検討中

※ 今後とも原稿記事の投稿、寄稿にご協力を宜しく!
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《ガイド便利ＭＥＭＯ》

◇ 施設の１１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） 5 日・12 日・19 日・26 日

・堺アルフォンス ミュシャ館  （休館：毎週月曜日） 5 日・11 日・18 日・25 日

・日本庭園         （休館：毎週月曜日） 5 日・11 日・18 日・25 日

・堺市博物館・伸庵       （休館：毎週月曜日） 11 日・18 日・25 日

※ ＶＲツアー・古墳シアターは、月曜日 観覧できます。

・みはら歴史博物館     （休館：毎週月曜日） 5 日・11 日・18 日・25 日

・自転車博物館       （休館：毎週月曜日） 5 日・11 日・18 日・25 日

・堺伝統産業会館       無 休

・さかい利晶の杜         （休館：毎月第 3 火曜日）19 日 ※ 観光案内展示室のみ観覧可

◇ Ｊ：ＣＯＭ堺「堺シティレポ」１１月の放送予定

・11 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）。

≪2019 年（令和元年）１１月分≫

放 送 日 番 組 名

11/２日 (土） ～ ８日(金) 芸術文化の感動と喜びを～フェニーチェ堺Ｇオープン

９日 (土) ～   15 日(金) 百舌鳥・古市古墳群 世界遺産登録決定

16 日（土） ～   22 日(金) 古代のロマンにふれる 百舌鳥古墳群

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

30 日 (土) ～ 12/６日(金) 芸術文化の感動と喜びを～フェニーチェ堺Ｇオープン

※ 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”が世界文化遺産に登録により、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 11 月 ６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 11 月 7 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 11 月 21 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、奮って参加ください！
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《 あ・ら・かると １ 同期会勉強会の報告 》

  今月の同期会勉強会の報告は、20 期メンバーからの投稿です。ありがとうございました。

＊ 20 期・はたちの会の活動                    【 樽野 美千代 】

2013（平成 25）年 9 月入会、20 期生なので、はたちの会です。入会７年目になります。入会当初

のリーダー徳井さんを中心に、２ヶ月に 1 回、どこかに見学に行ったり勉強会をするという方針でや

ってきました。最初は 15 人いましたが、片桐さんが亡くなられ、５人退会したので現在は９人です。

ここ３年間の活動をふりかえってみると・・・

2017 年１月は毎年恒例の協会新年会のあとのお茶会（アゴーラリージェンシーホテル１階のカフ

ェ）、２月は近つ飛鳥博物館見学と磯長谷（ｼﾅｶﾞﾀﾞﾆ）の古墳めぐり、太子町のボランティアガイドさ

んに案内していただきました。サントル・ドゥ・ヴィラージュでランチ。４月は伏見稲荷大社と明治

天皇陵参拝。６月は神武天皇陵、郡山城見学、季之庄（ｷﾉｼｮｳ）でランチ。８月は咲蔵で暑気払い。

10 月大阪まちあるき。午前中はてんのうじ観光ボランティアの方に真田丸関係の場所を案内してい

ただき、上本町の百楽でランチ後、土山さんの案内で上本町から天王寺七坂を歩く。12 月忘年会（堺

東の魚虎）。

2018 年１月新年会のあとお茶会。４月はボランティアガイドの方の案内で狭山池博物館見学（山

田さんに頼んでいただく）。さやかホールのレストランでランチ。６月は堺市博物館の「堺県とその

時代」見学、堺事件について小出さんのお話し。カフェ IROHA でお茶会。８月は暑気払い（料亭備

徳でランチ）。10 月には弥生文化博物館と池上遺跡公園の見学。博物館は学芸員、遺跡公園はボラン

ティアガイドの方に案内していただく。12 月には忘年会（ダイワロイネットホテル堺１階の大地の

恵み）。

2019 年１月には新年会のあとお茶会。３月

に奈良県桜井市のボランティアガイドの方に

案内していただいて山辺の道の古墳めぐり

（お昼は箸墓古墳のそばの三輪山本お食事

処）、４月には堺の環濠クルーズと昼食会（堺

駅の１階 湖中）、今年は桜が長持ちしたの

で、ほんとうにきれいな桜を堪能しました。

21 期の堀中さんがガイドしてくださいまし

た。６月には大仙公園の古墳めぐりと昼食会

（花茶碗の古墳カレー）、８月は南海グリル

で暑気払い。10 月以降は未定・・。        

日頃のガイドに役立ちそうな、メンバーの

誰かが行ってみたい場所に行っています。メンバーにとって入会時の研修から苦労をと    

もにしてきた同期生は宝物。日頃の疑問を出し合い、資料を交換し、言いたいことが言

える同期会を楽しみに、また大切にしています。

訪問先への下見や準備は、メンバーが順番に世話役をしています。

みんなで元気に、入会 10 年を無事に迎えたいと願っています。             

      

奈良県・黒塚古墳にて
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《 あ・ら・かると ２ 》

＊ ガイドの豆知識 11  「文」は「武」に勝る             【 山田 武彦 】

             

南宗寺に「牡丹花肖柏の墓」（ﾎﾞﾀﾝｶ ｼｮｳﾊｸ 1443～1527、夢庵と号す）というのがある。このひと

は堺の人達に文化の面で非常に影響を与えた人で、死後約 50 年の後に、山上宗二（1544～1590）の

書いた著書の中に「夢庵狂歌にいう」として取り上げられている。     

「牡丹花肖柏」は何が偉いかと言いますと「古今伝授」(ｺｷﾝﾃﾞﾝｼﾞｭ)を受けていることです。古今

伝授とはなにか、簡単にいいますと『古今和歌集』(905 年に成立)という「日本で初めての勅撰和歌

集」に関して、500 年もたちますと、一部の解釈が出来ないという問題が起こってきた。そこで１首

の中のある言葉がわからないという語釈からはじまり、さらにこの歌がわからないという１首全体の

注釈へと移り、やがて『古今集』全体をどのように考えるかという読みに入って行きます。その中で

特に「古今集」の秘密を伝えること、そして、それが様々な権威と結び付いて「古今伝授」と呼ばれ

るようになりました。

通常、「古今伝授」は３つの流れに分かれます。つまり東常縁(ﾄｳﾉﾂﾈﾖﾘ 1401～1484？)という武将

が作り、のちにそれを宗祇へ。宗祇から三条西実隆（ｻﾝｼﾞｮｳﾆｼｻﾈﾀｶ 1455～1537 武野紹鴎の和歌の師）

に伝授されたのを、細川幽斎（ﾎｿｶﾜﾕｳｻｲ 1534～1610）をへて天皇家に入ったのを「御所伝授」、堺の

牡丹花肖柏にもう 1 人の人を経て伝授されたのを「堺伝授」、奈良の饅頭屋宗二（ﾏﾝｼﾞｭｳﾔｿｳｼﾞ 1498

～1581）に伝授されたのを「奈良伝授」と言います。

細川幽斎を経て天皇家に入る前に、大

変なことが起こります。

天下分け目の関ヶ原です。慶長５年

(1600 年)９月 15 日、東軍約９万、西軍約

８万の軍勢が激突し、(午前７時頃～午後

２時頃)、東軍勝利で終わったのですが、

古今伝授はどうなったかと言いますと、９

月 15 日以前に西軍は東軍に味方する近畿

の大名を攻めます。細川幽斎は丹後田辺城

に居り、息子及び丹後の精鋭部隊は皆、徳

川家康の方に味方するべく出て行って、城を守っているのはたった 500 人、田辺城で籠城するも落城

覚悟です。細川幽斎と言えば、文化の伝統を担う当代一の文化人です。当時唯一の伝授資格の保持者

で、田辺城落城と共に死去すれば王朝文化の伝統維持にとって大いなる損失となります。そこで後陽

成天皇（ｺﾞﾖｳｾﾞｲﾃﾝﾉｳ）は２度の使いを出し開城を説得するのです。そこでしぶしぶＯＫしました。

その日が９月 13 日、関ヶ原合戦の２日前で、その後、幽斎の命がけの戦略で丹波と但馬の西軍軍勢

1 万 5 千人は関ケ原合戦に参戦出来ませんでした。即ち文化の力は武力に勝ったのです。

話は変わりますが、堺の人は牡丹花肖柏を受け入れると同時にその教えを取り入れ、自分のものに

していきました。武野紹鷗しかり山上宗二しかり、だから茶道には和歌の影響が色濃く入り込んでい

ます。

関ケ原合戦にはもう 1 つ面白い話がありますがそれは次回に。

参考文献

フォーラム堺学 第 15 集 西田正宏 茶道雑誌 平成 30 年 4 月号    生形貴重

山上宗二記     熊倉功夫
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《 トピックス １》

＊欧米観光客増加、カギを握る「エリック・シュヴァリエ」さん

【 佐伯 勇次 】

堺伝統産業会館でご案内していると、海外からのお客様が階段

を上り下りすることに、最近の私は慣れっこになってきています。

皆さんも同じような感覚をお持ちではないでしょうか。

「フランス人の鍛冶職人が堺の逸品を紹介し、地元堺の観光の

ピーアールもしているらしい」その情報は、様々なネット記事で

も取り上げられ、エリックさんご自身が発信するフランス語のＳ

ＮＳでも話題になっています。今まで以上にインバウンドに力を

注ぎたい堺市としては、大きな戦力として期待している人材です。  

８月 22 日（木）15 時から、その彼と私たち協会員有志 18 名と

の、楽しい歓談の機会がありましたのでその内容を紹介させていただきます。

エリック・シュヴァリエ 1989 年パリ郊外の生まれ、日本人を身近に見たのは中一の頃、兄のガー

ルフレンドだったそうです。家族の皆に手土産を持参するなど、好印象の女性だったとか。高校入学

後Ｊ-ＰＯＰを聞き、その響きと細やかな言葉に魅せられたことが日本を好きになった決め手でした。

2012 年に来日してから、縁あって堺の鋏（ﾊｻﾐ）鍛冶「佐助」で５年間の修行後に、伝統産業会館で

フランス語と英語の通訳をするようになりました。「どんな包丁をお探しですか」「堺の包丁の特徴

は・・・」とお客様に声を掛けています。「入館者が以前よりずっと増え、エリックさんがインバウ

ンドに大きな役割りを果たしている」、と伝統産業会館の方もおっしゃっています。2018年４月より、

堺の「伝統産業インバウンド・海外需要開拓戦略コーディネーター」として活躍中です。

彼は、大好きな古墳めぐりをしたり日本文化や歴史を学んだり、フランスからのお客様をガイドし

たり、日本と堺をエンジョイしています。最近は、堺を盛り上げるために講演会を開催、ブログやビ

デオ作り、様々なメディアでのピーアール活動をしています。そのような活動が、フランスの新聞に

掲載され、海外で活躍する若者を対象とした「希望の星」賞を受賞しました。私たちが思っていた「エ

リックさん」より、はるかに幅広く活動しているのです。

色々なイベントにも積極的に参

加し、堺へのインバウンドに広報

活動をしていますが、何と言って

も若くてイケメン。これこそ鬼に

金棒というのでしょうか。可愛い

い「麻利子さん」という奥さまが

いるという事も、彼のパワーにな

っているようです。

「今後も、日仏文化交流専門家としてずっと堺に暮らしたい」とおっしゃっています。

最後にエリックさんへ、ここまで堺をお好きなのはなぜですか？あなたが日本に住む理由は？の問

いに「Parce que ia Personne almèe est au Japon（パスク ラ ペルソンヌ エメ エ オ ジャポン）

最愛の人が日本にいるから」と。

写真：堺観光コンベンションＨＰより
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《 トピックス ２》

＊行基菩薩と四国八十八ヶ所                         【 藤井 安正 】

堺の偉人のひとり、行基菩薩(668～749)と言えば、家原寺・土塔・奈良東大寺が有名で寺院、溜

池、堀、架橋、布施屋など、数多くの社会事業を各地で成し遂げた事は周知の通りですが、空海(弘

法大師)ゆかりの四国八十八ヶ所霊場にも行基菩薩が開基の寺院が 31 ヶ所あると伝えられていま

す。下記の寺院です。

札所      寺院       ご本尊         創建      

１  竺和山  一乗院  霊山寺  釈迦如来         天平年間

２  日照山  無量寿院 極楽寺  阿弥陀如来        奈良時代

３  亀光山  釈迦院  金泉寺  釈迦如来         天平年間

１５ 藥王山  金色院  国分寺  薬師如来         天平十三年（曹洞宗）

１６ 光耀山  千手院  観音寺  千手観世音菩薩      天平十三年

１８ 母養山  宝樹院  恩山寺  薬師如来         天平年間

     １９ 橋池山  摩尼院  立江寺  延命地蔵菩薩       天平十九年

     ２３ 医王山  無量寿院 薬王寺  厄除薬師如来       神亀三年

     ２７ 竹林山  地蔵院  神峰寺  十一面観世音菩薩     天平二年

     ２８ 法界山  高照院  大日寺  大日如来         天平年間

     ２９ 摩尼山  宝蔵院  国分寺  千手観世音菩薩      天平十三年

     ３１ 五台山  金色院  竹林寺  文殊菩薩         神亀元年

３２ 八葉山  求聞持院 禅師峰寺 十一面観世音菩薩     天平年間

     ３５ 医王山  鏡池院  清滝寺  薬師如来         養老七年

     ３７ 藤井山  五智院  岩本寺  ＊五仏                   天平年間

     ３９ 赤亀山  寺山院  延光寺  薬師如来         神亀元年

     ４６ 医王山  養珠院  浄瑠璃寺 薬師如来         和銅元年

     ４８ 清滝山  安養院  西林寺  十一面観世音菩薩     天平十三年

     ５０ 東山   瑠璃光院 繁多寺  薬師如来         天平勝宝年間

     ５１ 熊野山  虚空蔵院 石手寺  薬師如来         天平元年

     ５３ 須賀山  正智院  円明寺  阿弥陀如来        天平勝宝元年

     ５４ 近見山  宝鐘院  延命寺  不動明王         養老四年

     ５５ 別宮山  金剛院  南光坊  大通智勝如来       大宝三年

     ５９ 金光山  最勝院  国分寺  薬師瑠璃光如来      天平十三年

     ６５ 由霊山  慈尊院  三角寺  十一面観世音菩薩     天平年間

     ７１ 剣五山  千手院  弥谷寺  千手観世音菩薩      天平年間

     ７８ 仏光山  広徳院  郷照寺  阿弥陀如来        神亀二年
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     ７９ 金華山  高照院  天皇寺  十一面観世音菩薩     天平年間

     ８０ 白牛山  千手院  国分寺  十一面千手観音菩薩    天平十三年

     ８７ 補陀落山 観音院  長尾寺  聖観世音菩薩       天平十一年（天台宗）

８８ 医王山 遍照光院 大窪寺  薬師如来         養老元年

      （＊岩本寺の五仏＝阿弥陀如来・観世音菩薩・不動明王・薬師如来・地蔵菩薩）

四国八十八ヶ所巡礼は１番札所から８８番札所まで遍路道は 1200km 以上とも言われている。１

ヶ寺に本堂と大師堂で奉納しながら、空海と見立てた金剛杖と同行二人(ﾄﾞｳｷﾞｮｳ ﾆﾆﾝ)で八十八ヶ

寺を歩いて「遍路(ﾍﾝﾛ)」するのも体力的・時間的・経済的・精神的・信仰心・家庭の理解が揃っ

てできるものです。通し打ち(一周を一度に巡拝)は 40 から 50 日間の日数を要するが、結願の時に

は「空の世界」を体験したような爽やかな、まさに歩歩清風起。行基菩薩開基の寺を訪ねながらの

“歩き遍路”(歩行禅)を如何でしょう？

                 (歩き遍路同好会大阪-藤井安正)・(四国八十八ヶ所霊場会)

《 一口 メモ 》「文化の日」は「憲法記念日」と親戚関係の「国民の祝日」です！

11 月３日は文化の日です。祝日法によれば、この日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」こ

とを趣旨としています。

太平洋戦争前からの「明治天皇誕生日（11 月３日：明治節）を残したい」という古い考えと、戦

後の新しい憲法によって「新しい国を作ろう」という気概が妥協してできた祝日の命名だと言われて

います。新憲法は 11 月３日に公布、その半年後から施行されたのですが、公布日を「憲法記念日」

にしたいという日本人の考えと、一方、日本を管理するにあたり、明治天皇の見えない影響が残る明

治節の印象を払拭したいＧＨＱの思いが錯綜した結果、施行日（翌年の５月３日）の方を「憲法記念

日」に、11 月３日を「自由と平和を愛し、文化をすすめる、文化の日」 に制定したとの

ことです。

文化をすすめる日ですから、文化勲章の親授式や全

国各地で文化的な行事が行われますし、博物館や美術

館では無料開放が行われます。また学校では文化祭な

ども行われますね。堺のまちでは、堺が誇る「文化財」

の多くの特別公開が各所の寺社仏閣で行われ、目を楽

しませてくれます。

更に 11 月３日は「晴れ」の特異日でもあります。

晴天の日にスケッチブックを片手に大仙公園や多治

速比売神社などを絵に収めることも楽しいのではな

いでしょうか。ご家族でどうぞ！

               （ 田辺謙二 ）



日 曜 行　　　　事 時 間 場　　所

1 金

2 土

3 日・祝

4 月・休

2 土 「大阪・奈良歴史街道ﾘﾚｰｳｫｰｸ 第5幕 第4回」 9:00  集合：JR和歌山線 玉手駅前

3 日  イオン主催「堺ウォーキングツアー」 9:30  集合：堺市博物館前

4 月・休 「南海・歴史探訪ガイドウォーク」第4回 9:30  集合：南海本線 住吉大社駅前

 定点ガイド部 Ａグループ会議 9:30  堺市総合福祉会館

 理事会 13:00  堺市総合福祉会館

 運営委員会 14:00  堺市総合福祉会館

6 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 金  企画部会議（見学可） 10:00  堺市総合福祉会館 第3会議室

9 土 「大阪・奈良歴史街道ﾘﾚｰｳｫｰｸ 第5幕 第5回」 9:30  集合：JR和歌山線 五条駅前

10 日 「11月の自転車ﾂｱｰ」［堺の五街道と和菓子めぐり］ 9:00  集合：堺駅観光案内所

11 月 「さかい利晶の杜」定例調整会議 16:00  さかい利晶の杜

 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

14 木  ツアーガイド部会議（見学可） 13:30  フェニーチェ堺  文化交流室Ｃ

 事業部会議（見学可） 14:00  山之口商店街プラザ

＜協会ニュース１２月号＞原稿締切り  ＜広報部＞

 ＪＡ堺市「ＣＲＯＰ」取材（西区菱木） 9:00  集合：JR阪和線 鳳駅前

 広報部会議（見学可） 14:00  堺市総合福祉会館

「大阪・奈良歴史街道ﾘﾚｰｳｫｰｸ 第5幕 第6回」 9:30  集合：法隆寺iセンター

「第34回 堺新発見ﾂｱｰ」〔古墳めぐり第３弾〕 10:00  集合：南海高野線中百舌鳥駅南口

18 月  定例部長会議 9:30  堺市総合福祉会館

18 月 「秋季堺文化財特別公開 報告会」 14:00  さかい利晶の杜

「堺観光情報連絡会」 10:00  堺市役所 高層館 2階

 総務部会議（見学可） 14:00  堺市総合福祉会館

21 木 「29期生対象まち歩き勉強会1回目」 9:30  集合：南海本線 七道駅

24 日  ＪＡ堺市「ＣＲＯＰ」編集会議（西区菱木） 15:00  山之口商店街プラザ

25 月 〔協会ニュース１２月号〕発行作業 10:00  観ボラ オフィス

28 木 「会員交流会〔神戸コース〕」 8:30  集合：堺東「かに道楽」前

30 土  第5回「南海・歴史探訪ガイドウォーク」 9:30  集合：南海高野線 三日市町駅前

9:00 　各公開場所

16 土

17
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☆ ２０１９年（令和元年）1１月度 月間予定表

「秋季堺文化財特別公開」

12 火

5 火

　【 予告 】

　・「会員交流会〔岩出・紀の川コース〕」　12月18日（木）　集合：8時30分　市役所市民広場

19 火

17

15 金

日



＜会員の活動実績＞ ＜来客数実績＞
正 会 員 数 250 名 （件数）

当 月 全 休 会 員 数 15 名

235 名 一 般 5,295 名

学 童 ・ 先 生 661 名 6

定 点 案 内 所 1,028 名 10,897 名

事 務 局 ・ ガ イ ド 事 務 178 名 972 名

展 望 ロ ビ ー ・ 学 童 ガ イ ド 20 名 673 名

1,226 名 335 名

196 名 2,272 名

会 議 ・ 研 修 会 ・ 勉 強 会 113 名 471 名

イ ベ ン ト 0 名 321 名

打 合 せ ほ か 297 名 781 名

1,832 名 2,465 名

-- 名

2,964 名 124

28,107 名

138,510 名

＊　訂正　：　8月ツアー観光ガイドのご案内人数が間違っていました

（誤）　１，５８５人　⇒　（正）　８１３人

会 員 活 動 合 計

当 協 会 の 創 設 （ 平 成 ７ 年 ４ 月 ）
2,412 千名

以 来 の ご 案 内 人 数 累 計

妙 國 寺

来 客 数 合 計

ツ ア ー ガ イ ド

会 員 活 動 参 加 数

定点
案内所

ガ イ ド 活 動 小 計

その他

大 仙 拝 所 前

定 点 案 内 所 ガ イ ド

市 役 所 展 望 ロ ビ ー

自 転 車 博 物 館

伝 統 産 業 会 館
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【お願い】小谷城郷土館（堺市南区豊田1602-1）に関するお知らせとお願いです。

月１日（金）～４日（月・祝）、秋季堺文化財特別公開において、

南区初開催として小谷城郷土館が公開されます。

近くの山の頂上には「小谷城址」の石碑がありますが、

そこは病院の敷地内です。

ご迷惑となりますので、そちらへの立ち入りはご遠慮ください。

くれぐれもよろしくお願い致します。

月／日

９／１～１４ 羽衣国際大学からインターンシップ３名受入 4 名
1～３０ 29期入会者の入会後研修 36 名

２ 理事会・運営委員会議　　於：　総合福祉会館　　 37 名

５ 研修会（キャップハンディの講習） 28 名

９ 協会の部長会議　（正副理事長と各部長） 12 名
１７ 観光情報連絡会　　　於：　市役所 6 名

　　　　　　案内所ガイド以外の主な活動　　計　　　　　　　　　　　　　123 名

　　　　そ の 他 活 動 の主な内 容　　　　 活動人員

【編集後記】

この秋、日本列島を熱狂させてくれた『ラグビーワールドカップ2019日本大会』。

戦った桜のジャージ軍団は、文化も言葉も違う多国籍チームですが、日本代表としての意識を

高め、同じビジョンをもった『ワンチーム』として初のベスト８に快進撃しました。
『ノーサイド』の笛が鳴り、試合が終われば勝者サイドも敗者サイドもなく、お互いに相手の健
闘を讃えあう姿は毎回私達の心を熱くしてくれました。私達に喜びと希望の時間を与えてくれた
『ワンチーム』に惜しみない感謝と拍手を送りたい思います。

私たちに明日への大きな希望をもたらしてくれました。
山本萬寿美
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★  令和 1年 9月度ガイド実施報告 (敬称略)

  総件数  124件  ご案内人数 2,964人  担当ガイド 196人  

ご   案   内

日 曜 お客様 人数 時間 場     所 担当ガイド

１ 日

ＪＲ東海ツア―ズ「５０＋

大阪「百舌鳥・古市古墳群』
44名

15：20

16：55

仁徳陵  大仙公園内古墳

履中陵ビュー
澤井 森継

※ツアーガイド研修後の初ガイドを体験。お客様はなんと予定時刻の40分前に到着しました。ご案内は「拝

所前」のミニツアーの経験が役立ちました。徒歩の移動でしたが、ほぼシニアのお客様はしっかり歩いて

頂き、案内にご協力いただきました。6 月に申し込まれて世界遺産になったので楽しみにしておられたそ

うです。ご高齢の方もおられましたが暑い中汗をかきながら古墳めぐりを楽しまれていました。

三岐観光サービス

「若法会」様
25名

16：１

5

17：15

展望ロビ― 唄

※三重からの浄土真宗の檀家衆のグループで大阪の見学の最後に堺へ来られた。阿倍野ハルカスの後堺市

役所を訪れたが、晴天ではあったがハルカスがボーと見えるほど霞があり四方が真っ白の状態で景色を楽

しむことはできなかった。古墳の空撮図の前で古墳について話し 1 階では住吉祭り屏風絵や火の鳥タペス

トリーについて話し、しっかり聞いて頂いたようで満足そうに帰路につかれた。

3 火

小須田信男様

（自転車ツアー）
1 名

10：00

15：30

仁徳陵 履中陵ビュー いたすけ

御廟山 ニサンザイ 反正陵

展望ロビ－ 博物館

柴田友

※世界遺産巡りの一貫で堺市へ。翌日は九州の宗像への行程でした。暑い日でしたので最後の自転車博物

館は省略されました。

4 水

日野速男 様 2名
13：30

16：30

御廟山 いたすけ 履中陵ビュー

博物館ＶＲ
田辺

※埼玉からお越しのお客様で、埼玉古墳群や稲荷山古墳出土の鉄剣など詳しい方々かと思い緊張して臨み

ましたが、杞憂でした。逆に「世界遺産ながら百舌鳥の地域には食堂やお土産店が少ないですね」との指

摘を受けました。古墳めぐりを充分に楽しまれたようでした。

5 木

オレンジ観光

「宇多野社会福祉協議会」
78名

9:55

11:20
展望ﾛﾋﾞｰ 伝産会館

岡本匡 江村

山端 林茂

※百舌鳥・古市古墳群世界遺産に対しての質問あり、皆さんと楽しく廻ることができました。

短時間の見学で多少消化不良のようだったが、熱心に案内に耳を傾けていただいた。

福祉協議会の方々は皆さんが和気あいあい活動されて明るく和やかな行程でした。

スルッと堺を駆け抜けられたが、伝産館ではたくさんのお土産を喜んで購入されていました。

大阪トヨタ  「百舌鳥周遊

世界遺産ウォ-キング」
10名

14:00

17：00

二サンザイ 御廟山 いたすけ

履中ビュー 仁徳陵
西本

※大阪トヨタ自動車・百舌鳥店のお客様サービスの企画に多数の応募があり、今回が最初の催行。

健脚自慢の方ばかりで、行程配分も楽なガイドでした。

伊藤 朗様 1名
9：30

12：30
御廟山古墳 博物館 仁徳陵 金谷

※栃木県から前日大阪で宿泊の後、世界遺産を訪ねて堺へ。古墳の知識がなくボランティアをお願いした

との事。本日はいい勉強をしたと、お土産を求めて伝統産業会館へ…古墳の大きさにびっくりされた様子。

朝日放送テレビ報道局＆

朝日新聞社
５名

14：30

16：30

芝辻さん宅 旧堺燈台 船待神社お旅

所 飛行記念碑 出島漁港
川上浩

※朝日ＴＶと朝日新聞社の協同取材。テーマは「航空輸送研究所と大浜飛行場」。実際に飛行機が飛び立つ

のを何度も見られた９４歳の芝辻さんをお誘いし掛け合いで話すところを各地で撮影。また、飛行場に関

連した話題の取材でダイシンの創業者のお孫さんを電撃訪問し情報収集。

6 金
堺区役所企画総務課

（大仙小学校）
77名

9:25

11:15
仁徳天皇陵古墳拝所前

川上浩

辻中 井藤

森 若槻
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※仁徳天皇陵古墳前での子ども観光ガイド体験事業として、本日は教室内でのリハーサル。事前に学習し

た内容を各グルー内でまとめ、本番に備えるものでした。グループの人数は３～5 人。グループによって

は写真を貼付したところもあり、いろいろ。また案内内容もいろいろでした。古墳を主に案内するグルー

プ、多くを大仙公園内施設やモズ（鳥）に特化するグループなど様々。案内当日は、大きな声で、作った

資料をうまく使い、お客様に資料のどこを案内しているかを表現できることを期待します。

西日本新聞旅行

日本旅行おとなびジパング
12名

12：40

13：40
仁徳天皇陵古墳周辺 加藤

※福岡・小倉からの年配のご夫婦の団体。大阪は 7 年ぶりの猛暑で皆さん仁徳陵を案内後、竜佐山・孫太

夫を半数の人はパスし舞洲のヘリポートに向かわれました。

堀 学 様 4名
13：00

16：30

仁徳陵 博物館 履中陵ビュー

展望ロビ―
中川辰

※会社勤務をしていた時の同僚で全員関西在住であるが、堺についてあまり認識がなく、今回の見学で堺

の歴史・伝統に深く感じ入った様子です。お客様の一人は外国人相手に通訳ガイドをしており、堺に外国

人を呼び込む企画を考えたいとの意向でした。

クラブツーリズム関西国内旅

行センター

「和歌山で松茸尽くし」

34名
9：30

11：30

仁徳陵 伸庵 孫太夫山古墳 高橋律

梶原

※明石市からのお客様で朝早く出発されたようで少しお疲れのようでした。高齢の方もおられたので移動

はゆっくりとお話をしながら皆さん楽しそうに話を聞いて頂き質問もいろいろされました。

お客様の昼食は松茸だそうです。その前の駆け足の古墳めぐりでしたので博物館等またゆっくり見学した

くなったと言われました。

読売旅行京滋支店

「百舌鳥古市古墳群」
46名

12：20

16：30

利晶の杜 南宗寺 仁徳陵 博物館

展望ロビー

藤井英

丸山

※皆様京都市内の方で最初に利晶の杜の陶板の文久の絵図をご覧になり京都の街並み「碁盤の目のよう」

と関心示され以降コミュニケーションが円滑となり楽しいガイドとなりました国宝、重文の建造物ランキ

ング1位の京都、3位の滋賀県からのお客様だけあって、熱心且つお尋ねが数多でした。お陰様で盛り上

がり、「堺の人、街」の素晴らしさを知っていただけのでは！！

岩﨑麻子様

（タクシー）
1名

10：00

16：30

利晶の杜 利休屋敷跡 開口神社

紹鴎跡 南宗寺 仁徳陵 博物館
弘瀬

※卒論のための堺見学との事で、利休と紹鷗に特化してのご案内でした。利休屋敷跡を中心として

利休が歩いたと思われるゾーンをその頃の人間関係などを織り交ぜて歩きました。

神姫バスﾂｱｰｽﾞ山崎案内所

「宍粟保護区保護司会」
20名

10:30

15：30

仁徳陵 博物館 清学院 鉄砲鍛冶屋

敷

山口家 晶子生家跡 利休屋敷跡

土井

★米里

※到着時間が予定より20分早く来られましたので、博物館でシアターを見ていただきました。多くの方は

世界文化遺産に登録された百舌鳥古墳群の仁徳陵に興味をお持ちでした。清学院の河口慧海や堺で初めて

作られた線香、鉄砲鍛冶屋敷など大いに興味を持っていただき、最後には堺の偉人千利休・晶子を楽しく

学んで頂いたツアーになりました。

紀美野町青少年育成町民会議 5名
12：00

15：40

仁徳陵 履中陵ビュー 反正陵

方違神社 ザビエル公園 伝産会館
柴田友

※11 月 23 日の下見で公的な組織の若い方中心の参加者でした。当日は夏より暑い日で歩く速度が遅くな

り水分補給に注意しながらのハイキングでした。約６Ｋｍを歩きました。榎歩道橋からの眺望が一番良か

ったとの事でした。

6 金

オーバーシーズトラベル

百舌鳥古市古墳群ツアー
8名

9：30

14：30
展望ﾛﾋﾞｰ 反正陵 仁徳陵 履中陵 川上由

※前日の八尾空港からのセスナ飛行が雷雨のため中止になり、急遽本日に変更の為、全体を短くしながら

進行していきました。皆さん古墳マニアの方々で、遠くは北海道函館から参加された方もいらっしゃいま

した。

7 土 暮らし方研究会 17名
13：30

17：00

ニサンザイ 百舌鳥八幡 御廟山

いたすけ 博物館  仁徳陵
國領
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※建築家の親睦グループの方々で、アフリカからの女子留学生（２１歳名古屋大学）も参加されてました。

職業上、古墳の築造についての質問が多かったです。

堺市企画部

「ＦＣバス試乗会」
70名

10：00

16：30

① 七町コース  ② 古墳コース

② 土塔コース
西川

※燃料電池バスの体験試乗会ということで通常の観光とは違うお客様。暑い中、小さいお子様もおられて

バスを降りた時は時間の制約もあって厳しい行程であり、一日３回違う場所に違うお客様を案内するのは

大変でした。  ①七町コース  ②土塔コース

池田観光トラベル（株）

木俣町下東半
16名

13：00

14：30
博物館 仁徳陵 もず庵 松本潤

※福井県越前市の町内会の団体。炎天下のため博物館見学後は、徒歩をやめてバスに直接戻る方も半数あ

ったので、予定を変更して最後はもず庵買い物を加え終了としました。

観光コンベンション協会

「オールナイトニッポン特別

プラン」（タクシー）

2名
9:30

15:00

仁徳陵 博物館ＶＲ 伸庵  

利晶の杜 伝産会館      
寺口

※北海道からのお客様です。利晶の杜無料ゾーンで日本の古地図を見て北海道が描かれてないのを見て「え

ー」と苦笑いでした。

阪急交通社メディア営業一部

「ガイドさんと行く仁徳陵」
17名

9：30

13：00
博物館ＶＲ 仁徳陵一周 川上浩

※仁徳天皇陵古墳満喫ツアー。ＶＲ+全陪塚+他の小古墳を巡り、汗・汗・汗。でも終始、笑顔で元気な皆

さまでした。

８ 日

JR百舌鳥古墳群めぐり 17名
10:30 

12:30

御廟山 いたすけ 履中陵

大仙公園内古墳 仁徳陵
寺口  樽野

※最高気温予想３６℃という猛暑でした。岸和田・京都・静岡などから参加してくださる方が多く、一時

百舌鳥駅西口がいっぱいになりました。帽子・日傘・お茶などの確認をして駅のトイレをご紹介してスタ

ートしました。各古墳の説明を簡単にし、百舌鳥古墳群全体の案内もおりまぜながらご案内しました。炎

天下の中２班に分かれてのご案内でした。途中で抜ける方もなく全員の方が最後まで熱心に耳を傾けてく

れました。終わって皆様方にはクーラーの効いている案内所と博物館の無料休憩所をお勧めしました。

堺市企画

「ＦＣバス試乗会」
58名

9：30

16：20

③ 七町コース  ② 古墳コース

④ 土塔コース
細谷

※未来のバス、水素ガス・バス試乗会を土塔・七まち・百舌鳥古墳の 3 ルートで行いました。目的が水素

ガス・バス試乗会ですので未就学児童から恒例高齢の方、そして障がい者の方と幅広い方々が参加されま

した。ですので観光はどうかな？という一抹の不安がありました。しかし不安は出発と同時に吹き飛びま

した。土塔の十三塔、鉄砲鍛冶屋敷、履中ビュースポット等、日ごろ見られない施設に皆さん感動されて

いました。

クラブツーリズム東京「仁徳

天皇陵」セスナ遊覧と・・・
39名

16：15

16：00
仁徳陵 大仙公園内古墳 稲田 中西美

※かなり遅れての到着。皆さん八尾空港よりセスナ機で仁徳陵を上空から見て来られたので、感激されて

いた人もいました。疲れも見せず良く歩かれました。

ＪＲ東海ツアーズ「５０＋

大阪「百舌鳥・古市古墳群」
44名

15:15

16：45

仁徳陵  大仙公園内古墳

履中ビュー
田辺 平岡

※９月ですが猛暑の中、大仙公園内の古墳７か所をご案内しました。履中陵では仁徳陵で見れなかった後

円部やお濠を鑑賞でき、眼前に迫る古墳を満喫されたようです。「今日は期待して堺まで来ましたよ！」の

声に励まされ、百舌鳥古墳群を紹介させていただきました。この後展望ロビーで再度実感していただいた

と思います。

８ 日

9月の自転車ツアー １名
9：00

14：00

みはら歴史博物館 黒姫山 法雲寺

平松寺
柴田友

※とにかく暑い日でした。熱中症対策として出発を早め健脚のお客様でしたのでハイペースで走りました。

水分補給として一昨日同様3本スポーツドリンクを飲みました。法雲寺の大きさを再確認し、平松寺では

秋薬師大祭（柴燈大護摩）の準備で平安時代の作と言われているご本尊を拝観できました。また、みはら

歴史博物館では前日の堺市博物館の講演でお聞きした鎧の再確認もしました。
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８ 日

サンキュー観光

「十三隣組」
10名

9：30

10：45
展望ﾛﾋﾞｰ 仁徳陵 竹原

※奈良県御所市の皆様。電車では遠く感じますが、直接距離では本当に近く、堺に親近感を持っていただ

きました。

８ 日

観光コンベンション協会

「もずバスA-003」
2名

9:00

11：55
旧堺燈台 仁徳陵 博物館ＶＲ 大橋

※東京立川市からご夫婦。前日は展望ロビーから仁徳陵を見られたとの事。本日は仁徳陵を目前で見て感

じることが主な狙い。旧堺港では南蛮貿易時代・幕末から明治の時代に思いをはせてもらった。ＶＲと博

物館展示をご覧になり世界遺産に満足を得て帰途につかれた。

９ 月

とさでんトラベル

南国市民児協
5８名

13：00

14：00

妙國寺 宝珠院 野澤 小出

上野

※堺事件については大変熱心に聞いて頂き、又、土佐11烈士の一人、北代堅助の子孫の知人もおられ、感

無量の様子でした。高知の人々なので、堺事件に興味を持たれている人も多くおられ、土佐稲荷での籤引

きの話ではビックリされていました。時間が少なかったせいか「また来たい」との感想も頂きました。時

間がタイトで割愛した部分も多く少し消化不良の感でしたが、メインが堺事件とお聞きしてそちらを主に

お話し、反応良くお聞き頂きました。

10 火

向日葵の会 6名
8：30

12:00

仁徳陵古墳東側 仁徳陵拝所

博物館ＶＲ 大仙公園
浅川

※横浜市の地域グループの方々。幹事の方が子供のころの教科書の仁徳陵を見て、ずーと気になっ

おられたそうで、「やっと来ることができた」と仰っておられました。前日は、台風の影響で早朝家を出た

そうですが、新幹線で大阪駅に着いたのは１８時頃だったそうです。

大人の休日倶楽部 10名
10：40

12：30

仁徳陵古墳 博物館ＶＲ

集：散：大仙第3駐車場  
谷崎

※次の行程はヘリコプターで百舌鳥古墳群を眺めるんだと、とても楽しみにして、一つ一つ熱心に耳を傾

けて下さった。博物館の中も時間いっぱい見学に余念がなかった。

読売旅行京滋支店

「百舌鳥古市古墳群」
20名

12：00

16：00

利晶の杜 南宗寺 仁徳陵 博物館

展望ロビー
川上由

※滋賀県近江八幡市からのご一行、応募型のツアーで歴史好きの方々でした。「歴史と文化がてんこ盛りの

まち堺を、もっと時間をとってゆっくりじっくり見学したかった」という意見が多かったです。

11 水

クラブツーリズム関西バス旅

行センター「令和初の世界遺

産」

18名
14:10

16:15
博物館 仁徳陵 展望ロビー 小川喜

※短い時間でしたが、堺のことを少しは知って下さったと思います。

サンケイツアーズ 12名
11：30

17：00

世界遺産登録予定の 23カ所すべてを通

るウオーク

國領

石川幸

※百舌鳥古墳群・古市古墳群世界文化遺産すべてを巡るツアー。百舌鳥古墳群登録23古墳の全てを、廻り

ましたが、何とか全員目標を達成し満足されていたようです。猛暑の中時間的に無理は若干あり、かなり

ばてていた方もおられましたが、なんとか全員目標を達成し満足されていたようです。2 日目は古市古墳

群の登録遺産すべてを廻られるようです。

クラブツーリズム東京「仁徳

天皇陵」セスナ遊覧と・・・
28名

15：35

16:30
仁徳陵 大仙公園内古墳

永田

浅川

※セスナで上空から古墳を見て来られたので、とても関心を持って聞いて頂けました。古墳にも堺にもと

ても興味を持たれてる方が多く真剣に聞かれる態度にこちらもしっかり案内をしなければと思いました。

ブラタモリも話題になりました。

奈良・人と自然の会

(歴史・文学クラブ）
27 名

13：00

16：15

仁徳陵 履中陵 展望ロビー

反正陵 ニサンザイ
中村博

※奈良の歴史・古墳など相当に勉強されており、堺の古墳の魅力に感心されていました。ただ駐車場がな

い古墳を3か所も行き、運転手さんに道案内、駐車場の指示など多忙でした。
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クラブツーリズム関西国内旅

行センター「和歌山で松茸尽

くし」

42名
9：30

10：30
仁徳陵 伸庵 孫太夫山古墳 辻 辻中

※各地からの参加で、とても楽しいガイドでした。仁徳さんの大きさに少し驚かれていました。わずか 1

時間のガイドでしたが、堺へのお客様のイメージは黄金の日々の印象が強いのか、古墳時代は1500年も昔

というのが、ぴんと来なかったみたいです。ロマンを感じて、また来てくれるかな？

朝日旅行大阪支店

「巨大古墳の謎」
10名

13：00

15：30
仁徳陵 博物館 展望ロビー 加藤

※ご年配のご夫婦の団体で、古市を 2 時間歩いたとの事で大変お疲れになっていました。仁徳陵の案内を

早々にして博物館に避難しました。充分に涼を取りそのあと展望ロビーを案内しました。

12 木

クラブツーリズム関西国内旅

行「和歌山で松茸尽くし」
30名

9：50

10：30
仁徳陵 伸庵 孫太夫山古墳

梶原

気谷

※京都からのお客様で皆さんでした。ＱＲコードを読み込んでもらい、帰宅してからの楽しみにしていた

だきました。到着が約20分遅れたが出発は予定どうりにと言われたので、説明時間を早めに切り上げたが

「ユーモアとロマンのある説明で楽しかった」と喜んでいただきほっとしました。皆さん高齢の方たちで

したがお元気な方でした。

読売旅行京滋支店

「百舌鳥古市古墳群」
31名

12：30

16：40

利晶の杜 南宗寺 仁徳陵 博物館

展望ロビー

木村義

寺口

※まだまだ残暑の中、時間的にはタイトでしたがお客様方からの質問も多く、又意欲的な方も多く、満足

されて帰っていただききました。

13 金

堺区役所企画総務課

(大仙小学校)
77名

9：25

11：15
仁徳天皇陵古墳拝所前

辻中 川上浩

井藤 森

山田豊

※日を追うごとにしっかりまとめ上げて、各グループでテーマを考え、お互いフォローしながらも自信を

もって、ハキハキと仁徳陵を案内していました。ガイド案内文、パネル等分かりやすく努力工夫の後、皆

さんに聞いてもらった自信が全体にあふれていました。お客様との会話も楽しみました。

雨が残念でしたが、生徒さんたちのガイドが一週間前より、内容もしっかりとまとめられ、声も大きく出

せるようになっていたことに感心しました。また英語で説明があり感心しました。

14 土

クラブツーリズム第2国内旅

行「岸和田だんじり祭り」
21名

9：00

10：10
展望ロビー 利晶の杜 利休屋敷跡 矢木

※岸和田だんじり祭へのツアーで堺に立ち寄られた。やはり古墳に興味津々で展望ロビーでは話がはずみ

ました。利晶の杜では展示室のみの予定ですぐに利休屋敷跡へ進んだところ門が閉まっていた。どうなっ

ているのかと一瞬うろたえたが、冷静に時計を見たら10時にあと数分前ですぐに担当者が現れたのでほっ

とした。予定ばかりに捕らわれていた自分が可笑しく思えた。

14 土

日経カルチャー

「日経旅行」
８名

13：30

17：00

展望ロビー 利晶の杜 博物館ＶＲ

伝産会館
長江

※募集型のツアーでしたが、皆さんまとまっていました。途中、添乗員さんとの話の中で行程を変更する

事がありましたが、お客様は快諾され夕食の時間調整が上手く出来ました。

特定非営利活動法人 楽 13名
13：00

15：00
善宗寺にてお話 柿澤

※このほど堺区新在家町西にある善宗寺、高橋江里さまが特定非営利活動法人「楽」を立ち上げられ、

親子で堺の歴史や古墳・観光などを楽しもうという事で第1回寺子屋塾「楽」を開催。善宗寺本堂で

ＤＶＤを使って堺のご案内をさせて頂きました。小学6年生と4年生が熱心にメモをとって話に聞き

入ってくれ、堺っ子として生まれてきたことの意味や誇りを感じてもらえるようお話させて頂きまし

た。大人の方々も堺に住んでいながら知らない事ばかりやった、特にあまりに身近にあり過ぎて、わ

からなかった百舌鳥古墳群の世界文化遺産に登録された価値が分かっていただけた様です。

株式会社セントラル

「大宮民生児童委員会」
18名

9:40

11:15
展望ロビー 仁徳陵 木村義
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※予定より早く来ていただいたので、余裕を持ってご案内出来ました。行程票に周辺古墳とあったこ

とに対し、旅行社の責任者と相談した結果仁徳天皇陵古墳がメインなので仁徳陵に重点を置いてご案

内した後、倍塚を代表して孫太夫山古墳を説明しました。

サンケイトラベル「語り部

ガイドと歩く仁徳天皇陵

と VR体験」

15名
9：15

12：30

仁徳陵東側 拝所前 博物館

仁徳陵西側 展望ロビー
林茂

※残暑の中、皆さん元気に歩かれました。古墳を実際に見て、案内を聞いて、博物館でＶＲを確認し

て一気に古墳に興味を持ったと言われました。

15 日

ｸﾗﾌﾞﾂｰﾘｽﾞﾑﾛｲﾔﾙｸﾞﾗﾝｽﾃｰｼﾞ

｢案内人と巡る堺とだんじ

り祭り」

27名
9:30

11:30
展望ロビー 南宗寺 宮尾 大橋

※堺は全員が初めてと云う方々が東京から来訪。全てに興味を持って聞いて頂けた。とくに家康公の

話に関心が集まり、「堺は面白いなぁ」と感想を漏らされた。マリオット前泊で２日目の堺観光で旅

慣れた方々。各地のエピソードもご存じで堺も興味深い話が多いとご感想。やはり眼下の百舌鳥古墳

群には強い関心をお持ちで多くの質問を頂きました。

平野すえこ様 10名
14:00

16:30
利晶の杜 妙國寺 山口家 松本潤

※イタリア旅行でご一緒されたご夫婦5組が1年ごとに国内旅行をしており今回は岸和田のだんじり

見物の翌日、堺を古墳から環濠内の観光地までほぼ網羅したプランの後半部分のｶﾞｲﾄﾞ。猛暑日なが

ら妙國寺から山口家まで徒歩で慣行されました。

観光コンベンション協会

「ゆっくり古墳散策」
2名

9:50

11:40

仁徳陵 履中陵ビュー いたすけ

御廟山 博物館
小川正

※泉南からの親子2名のお客様。午後に利晶の杜や包丁鍛冶の実演を予約しているとの事。カンカン

照りでもあり行程を速めて博物館に早めに到着。大勢のツアーと思ったが、自分たちだけで回れてお

客様も喜んでおられました。

タビックスジャパン広島

支店

奈良伊勢パワースポット

1９名
10:30

12:00
展望ロビー 仁徳陵 石川幸

※バスも予定時間に到着しスムーズにガイドが出来、終了時間も予定通りに終わり、気持ちが良かっ

た。

サンケイトラベル「語り部

ガイドと巡る仁徳陵と VR

体験

16名
9:15

12:30

仁徳陵東側 拝所前 博物館

仁徳陵西側 展望ロビー
小出

※仁徳天皇陵古墳一周歩き、体感して頂き、大きさと素晴らしさに満足して頂いた。

15 日

クラブツーリズム国内旅

行

「和歌山で松茸尽くし」

２8名
9:30

10:15
仁徳陵 伸庵 大仙公園 小川喜

※質問が多く、古墳の興味を持たれていました。

観光コンベンション協会

「もずバスA-003」
2名

9:00

12:00

旧堺燈台 巨大壁画 仁徳陵

博物館VR
川上浩

※横浜と堺の２人連れの方。「自分たちだけの参加に恐縮しながら、ラッキー」を連発。堺のイメー

ジがすっかり変わったようです。

16 月

南海電気鉄道株式会社 34名
10:00

15:00

放鳥銃定限気碑 鉄砲鍛冶屋敷

堺鉄砲館 水野鍛錬所
土井

※南海沿線セミナー 午前と午後、2 回実施する南海主催のセミナー。堺の北旅籠・桜町界隈の鉄砲

や刃物の鉄に関わる箇所を廻るセミナーです。午前中はまずまずの暑さで大したことなく、午後は陽

射しが強くなり影も少なく、屋外で話す場所捜しが大変でした。お客様は熱心で質問もされていまし

た。
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クラブツーリズム国内旅

行

「和歌山で松茸尽くし」

22名
9:30

10:30
仁徳陵 伸庵 大仙公園 佐伯美

※短い時間内の案内でバスが予定より早く着いたのでゆっくりと説明できました。お客様より、仁徳

陵だけと思っていましたが、このように沢山見る所があるとは知らなかった、又ゆっくりきます。

タビックスジャパン広島

支店

「仁徳陵と太陽の塔」

32名
15:00

16:30
展望ロビー 仁徳陵 大仙公園内古墳 藤井安 谷﨑

※仁徳陵をはじめ、今を話題の世界遺産、とても興味を示されました。

古墳全体が見える賠塚（竜佐山古墳 孫太夫山古墳）に関心があった様子でした。

ｻﾝｹｲﾄﾗﾍﾞﾙ「語り部ガイド

と歩く仁徳天皇陵と VR 体

験

11名
9:15

12:30

仁徳陵東側 拝所前 博物館

仁徳陵西側 展望ロビー
西川

※三国ヶ丘駅で集合直前、高野線が事故で不通になり開始時間の遅れが危ぶまれたが、お客さまは全

員ほぼ定刻に集合。90歳を超える参加者もおられたが全員足元がご達者で最後まで落伍者もなく無事

に踏破されました。

池田観光トラベル

「桐游会」
13名

9:30

11:50
仁徳陵 博物館 伝産会館 小出

※盛り沢山のスケジュールですが、皆さん元気に拝観、見学されました。

17 火

三洋旅行藤井寺営業所

「藤井寺北小学校 PTA」
30名

13:30

14:00
展望ロビー 志野 ★辻中

※藤井寺からの客でしたが、世界遺産のこれからの管理・保存・後世への遺産引き継ぎの重要さなど、

改めて協力依頼致しました。

日本生命

喜楽会大阪支部
4名

9:30

13:00

御廟山 いたすけ 履中陵

博物館 仁徳陵 もず庵 展望ロビー
弘瀬

※11月の下見。履中陵ビュースポットまでは予定通り歩けましたが、博物館をもっと時間を取りたい

ようで、時間延長になりそうです。展望ロビーは最後のまとめで効果的だと喜ばれました。

池田観光トラベル

「桐游会」
13名

9:30

11:50
仁徳陵 博物館 伝産会館 小出

※1泊 2日で堺めぐりの先生ＯＢ会の旅行で熱心にガイドの話を聞いて頂いた。

ダイキン福祉サービス

「ダイキン北栄会」
24名

14:50

17:00
仁徳陵 博物館VR 展望ロビー 松浦

※企業の研修会のお客様。きびきびと行動され仁徳陵や博物館での火縄中には大いに興味を持てれ、

質問も多く楽しいガイドになりました。

18 水

名鉄観光

「名鉄ハイキング」
31名

10:30

13:00

展望ロビー 仁徳陵

履中陵ビュー いたすけ 御廟山
林茂 上野

※別れ際「少し速足で大変でしたね。」というと「いえいえ、こんなロマンのある所を歩けて感激し

ました」と答えて頂き、こちらが感激しました。時間的にタイトな行程でしたが、健脚の方が多かっ

たので何とか終了出来ました。また、「ブラタモリ」を見た方も多くおられＴＶの影響の凄さを改め

て感じました。

三洋旅行藤井寺営業所

「西芳寺めぐみ会」
33名

12:15

15:30
利晶の杜 展望ロビー

森口 稲田

★石田和

※橿原市の浄土真宗のお寺の檀家の奥様方をご案内しました。竹内街道、大和川等共通の話題もあり、

すぐに打ち解け、中にはブドウ園を経営している方もおり今が一番美味しい時期との事でした。先輩

に帯同させていただきガイドの内容やお話の仕方等とても勉強になる事ばかりで、「先ずは慣れる事」

と言って頂きました。

クラブツーリズム東京

「仁徳天皇陵セスナ機・・」
34名

16:30

17:20
仁徳陵 大仙公園 藤井安 福井

※セスナ機からの古墳群のきれいな写真を見せていただいたり、質問の多い方たちでした。

仁徳陵の賠塚の数多いのに興味をもたれた。



8

有田鉄道株式会社「有田町

老人クラブ連合会」
99名

10:00

12:00
展望ロビー 仁徳陵

奥野 江川栄

箕野 西岡英

荻野 浅川

※今話題の世界遺産の仁徳陵を間近に見ることが出来良かったと多くの方が言っている一方では、展

望ロビーで御土産を買える工夫があっても良いのではとご提案ありました。初めて堺を訪れた方が殆

どで短い時間でしたが楽しんでいただけたようです。「世界遺産になって良かったですね」とお客様

から声をかけていただきました。今まで屋久島、利尻・礼文、佐渡島など全国あちこち行かれている

団体で展望ロビーからの眺めを楽しんで頂けました。

堺ホテル協会 30名
11:30

13:00
仁徳陵 日本庭園 木村義

※いつもお世話になっている堺ホテル協会様の9月度定例会における視察勉強会です。時間があるの

で仁徳天皇陵古墳の話の他に世界文化遺産登録の要件などを説明させていただきました。参加者から

は「説明を聞いてみると知らない事が聞けて良かった」とのお声をいただきました。

19 木

読売旅行関西バス旅行課 19名
13:30

17:30

仁徳陵 大仙公園内古墳

履中陵ビュー 博物館
荻野

※大阪府内からのお客様。距離もあり日差しも強く結構ハードでしたが、皆様元気にウォーキングを

楽しんでおられました。

中紀バス観光

「いなみシニア学園」
64名

13:00

14:30
仁徳陵 博物館

山端 柴田友

西岡英

※大型バス・中型バス２台。６４名という大人数でしたが、シアターと博物館内と２組に分かれ時間

通り終了出来ました。港町で元気な印南からのお客様。歴史好きな数名の方は博物館の各ブースを熱

心に見学されました。私の利用する印南の船長さんの名前をお話ししたところ友人がいらして船長さ

んに伝えますとのこと。楽しくガイドができました。万葉の世界を勉強している高齢の方達でした。

大阪トヨタ「百舌鳥周遊世

界遺産ウォ―キング」
12名

14:00

17:20

ニサンザイ 百舌鳥八幡 御廟山

いたすけ 履中陵ビュー 博物館
國領

※大阪トヨタのお客様対象の催し。ほとんどがご夫婦で参加。古墳については興味あるがよく知らな

いという方々でありました。世界文化遺産に登録された意義について話しながら巡りました。

大阪質屋協同組合 3名
11:30

13:00

履中陵 履中陵ビュー 大仙公園内

博物館 仁徳陵
浅倉

※10/27（日）実施のウオーキングツアーの下見。当日は７０代の方も多いそうで、ゆっくり時間を

取りましたが、博物館でのシアターに一回で全員は入れないようなので心配していました。

20 金

飛鳥歴史里山クラブ 40名
13:40

15:30
家原寺 大野寺 土塔 小川正 丸山

※真面目に歴史の勉強をしようという姿勢の見える方々で、小雨の中でも熱心に聞いていただけまし

た。奈良だけでなく大阪・堺から参加されている方もおられ、堺の歴史を見直したとの事です。

「あおによし奈良の都」の歴史クラブの皆さま。昨年（行基生誕1350周年）から「行基ゆかりの地」

巡っておられるとの事。それだけに数多くの質問あり、冗談もあり、和やかな雰囲気の中で「行基さ

んの生誕地・堺」ご案内できたかな。

88観光」「百舌鳥古市古墳

群と歴史のまち堺探訪
35名

13:00

16:15

展望ロビー 仁徳陵 利晶の杜

利休屋敷跡 伝産会館

濵田 上野

★中川辰

※杖を持たれた方がおられ、その介護の人達と共に、どうしても遅れ気味で待っている時間もあまり

なかったのですが、研修のフォローで大変助かりました。高齢者の方が多く短い時間でしたが、皆さ

ん熱心に聞いて下さり沢山質問もあり楽しいガイドでした。大阪市内と羽曳野のからのお客様が多

く、皆さん大変満足されていました。先輩のバスの中での案内は大変勉強になりました。

メルヘンツアー

「消防大学同期会」
11名

9:15

12:00

展望ロビー 仁徳陵 博物館 薫主堂

鉄砲鍛冶屋敷 水野鍛錬所
土井

※総務省が設立している全国の消防局の幹部を教育する大学が消防大学です。その同期生で、全国か

ら来られました。時間がタイトでバスの到着が３０分遅れた事もあり、案内はバス中で、見学時間短

くしましたが、お客様は大変楽しまれたようでした。
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奈良交通本社旅行センタ

ー「ビューティフルツア

ー」

29名
16:00

17:30
仁徳陵 展望ロビー 藤井安 稲田

※奈良からのお客様で、奈良の古墳の話を織り込んでガイドしました。「よく勉強してますね」と、

お褒めのお言葉も頂戴し、疲れがとびました。

読売旅行関西バス旅行課 19名
13:30

17:30

仁徳陵 大仙公園内古墳

履中陵ビュー 博物館
江川栄

※古墳に興味があるお客様、質問が多くありました。ＶＲも楽しみにされている様子でした。

観光コンベンション協会

「ゆっくり古墳散策」
4名

9:50

13:00

仁徳陵 履中陵ビュー いたすけ

御廟山 博物館
藤井英

※東京と広島のご夫婦。世界遺産登録のニュースを聞き来られました。4 名という事でコミュニケー

ション良くご案内出来ました。新しいパンフで事前にガイドの概略コースをご案内しスタートしたこ

とが功を奏しました。長丁場でしたが緑化センターで休憩をとるなどのタイムマネージメントも上手

くいきました。二組のご夫婦とも喜んで頂けたと思います。

ロングステイクラブ関西

支部
17名

10:00

13:30

南宗寺 開口神社 利休屋敷跡

利晶の杜
西本

※国内外を問わず、中長期の滞在を経験し、体験談や将来像について話題を持ち合う会。日本全国に

ネットを持ち幅広く活躍する団体、来堺に際して予備知識も備え、受けた質問にあいまいな答えには

厳しく問い正しを受けた。

奈良交通本社旅行センタ

ー「ビューティフルツア

ー」

27名
15:40

17:00
仁徳陵 展望ロビー 奥野 柴田友

※堺と奈良との歴史的な繋がりも織り交ぜガイドしました。堺に親近感を持ってもらったようで、楽

しいガイドになりました。奈良からのツアーのお客様で朝から和歌山市の見学をされてから堺に。ブ

ラタモリを観られた方も数人いらして楽しくご案内出来ました。

日本福祉文化学会 8名
10:00

12:00
利晶の杜 利休屋敷跡 山口家 川上浩

※大阪業大学を初めとして大学教授の集まり。短時間に圧縮して堺全体の案内。「ガイド料の２００

０円は安すぎる、一考の余地あり」と意見を言われた。

JR百舌鳥古墳群めぐり 7名
10:30

12:30

御廟山 いたすけ 履中陵ビュー

大仙公園内古墳 仁徳陵
林茂 長尾

※古墳を見るのは初めての方が多く、「へぇ～！わぁ～！すごい！と説明の度に感嘆詞の連続でした。

愛知県から父と息子（中学生）我孫子から女性1人をガイド。中学生は古墳に興味を持って来堺。用

語も良く理解されており、「古墳カードを得られることを知って写真も沢山撮りました。

JR東海ツアーズ 大阪

百舌鳥・古市古墳群
38名

15:15

16:30

仁徳陵 大仙公園内古墳

履中陵ビュー
小出 平岡

※仁徳陵の大きさ・偉大さを知っていただき、又、履中陵ビュースポットの陵線と景色を堪能してい

ただいた。バスが到着すると同時に降り出した雨は、仁徳陵を参拝している時にはスカッと上がりま

した。皆さん「仁徳天皇さんが我々を歓迎してくれている」とおっしゃり元気が出たようです。短時

間ではありますが、8 ヶ所の古墳を無事に完歩され、お客様には「この後の展望ロビーからの夕陽を

お楽しみに」をお別れの挨拶にしました。

クラブツーリズム東京「仁

徳天皇陵と百舌鳥・古市」
33名

12:15

14:15

仁徳陵 御廟山 いたすけ

ニサンザイ
竹原 山下昇

※関東圏の古墳好きの皆様で事前の学習も良くされており適格なご質問を多く頂きました。奈良・京

都の古墳も見てきたが、百舌鳥古墳群は雰囲気が全く違う。荘厳な雰囲気があるとおっしゃっていま

した。

観光コンベンション協会

「もずバスA-003」
7名

9:00

12:00

旧堺燈台 巨大壁画 仁徳陵

博物館VR
小川正
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※大阪や関東各地から応募された方を旧堺港エリアから大仙公園を周遊するツアーで、百舌鳥古墳群

と堺港をどう結び付けるかに苦労したが、大和の港から最短距離に大阪湾の最深部のこの地域が世界

に開く玄関口であり、百舌鳥古墳群が築造されたのも、のちに黄金の日々の堺が花開いたのもそのた

めであるというストーリーでガイドさせていただきました。午前中このツアーに申しこまれた方々

は、午後は、高野山に行かれる方、大阪見物に行かれる方様々でしたが、短いツアーで堺の魅力を感

じて頂けか心配です。

東武トップツアーズ

東京法人東事業部
18名

10:00

11:40

仁徳陵 大仙公園内古墳 履中陵ビュ

ー もず庵
谷﨑

※厳しい暑さの中、公園内の木々の陰には助けられた。仁徳天皇陵拝所前では、「お～！」と思わず

歓声の声が漏れました。「公園内も美しく整備されていますね。」と。もず庵ではたまらずソフトクリ

ームを手にしていた。

読売旅行関西バス旅行課
17名

13:15

14:20
仁徳陵 履中ビュー 博物館 濵田

※利晶の杜からタクシーで拝所迄来られ、古墳巡りをされました。皆さんは、シニアの方々でしたが

歩きも早く、質問も多くありました。

阪急交通社

「７つの世界遺産」
28名

11:30

14:00
展望ロビー 利晶の杜 丸山 若槻

※本日のお客様は「首都圏から」。関西方面の事はご存知なかったようです。展望ロビ－からの眺望

が霞んでいたので、写真などで百舌鳥古墳群の案内をしました。

24 水

大和ハウス関西ＯＢ会 8名
10:00

15:30

展望ロビ－ 履中陵ビュー 仁徳陵

博物館
川上浩

※休日のイロハを昼間のみ特別営業してもらいましたが、他のお客様もいて安心。観光タクシー券８

台分も、テキパキしてもらい、ロスタイムは無かった。最高齢は９４歳。元気はいいもの。

「滋賀県勤労者互助会

連合会 役員研修」
19名

12:45

16:⒛

博物館 水野鍛錬所 伝産か観

展望ロビ－
藤井英

※皆さん知識の豊富な方で歴史に興味をお持ちで、反応も良く楽しいガイドとなりました。水野鍛錬

所での鍛造工房の実演では、質問をされるなど興味津々でした。

JR東海ツアーズ 大阪

百舌鳥古市古墳群
７名

14:45

16:15
博物館 伸庵 仁徳陵 山下昇

※立花大亀さんの話を交え、黄梅庵を案内していると、かつて小田原に在った経緯をご存知の方がお

られました。

25 木

奈良交通本社

ビューティフルツア―
29名

15:40

17:00
仁徳陵 展望ロビー 小川喜 岡崎

※奈良からのお客様でした。和歌山観光の後に来られました。皆さん熱心に案内を聞いて頂きました。

トラベル藤本

いざなぎ学園4年生
30名

9:30

11:00
薫主堂 鉄砲鍛冶屋敷 仁徳陵

川上由

加藤

※淡路からのお客様。薫主堂では、線香談義に花が咲きました。仁徳天皇陵古墳の案内も短いじかん

でしたが、広大さに感激されているようでした。

和泉市社会福祉協議会 28名
12:45

15:40
山口家 水野鍛錬所 利晶の杜

松浦 箕野

★古川

※皆さん勉強熱心で反応も良く楽しんで下さいました。慌ただしい行程でしたが、皆さんまとまりが良く

楽しいガイドでした。

クラブツーリズム東京

仁徳天皇陵セスナ機と・・
36名

16:10

17:20
仁徳陵 大仙公園

辻中

石川幸

※前コースの八尾空港でお客様一名が怪我をし、救急車で搬送された事で到着時間が大変遅れました。添

乗員と相談し、案内を短縮しましたが、お客様は満足そうで、「来て良かった」と、笑顔で質問等をうけま

した。

ツアーポート

「城の里寿会」
26名

10:00

16:00

仁徳陵 博物館 利晶の杜 展望ロビー

伝産会館 江久庵

森口 山下昇

★福島
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※長岡京市の細川ガラシャゆかり町内会の方々でした。展望ロビーからの景観が良く、明石海峡大橋がく

っきりと見えました。知識欲も旺盛で堺に対して良い印象を持って頂いたと思います。

中川弓夫様

(自転車ツアー)
4名

10:00

15:00

展望ロビー 仁徳陵 履中陵ビュー 博

物館 自転車博物館 利晶の杜 伝産
中村博

※浜松市から二組のご夫婦を案内。毎年一緒に旅行されています。初めての堺を自転車で古墳と茶の湯を

楽しまれていました。

銀のステッキ旅行 12名
10:00

12:10

展望ロビー 履中陵ビュー 仁徳陵

博物館
野澤

※ご婦人ばかりで、明るく賑やかな団体さんでした。案内も熱心に聞いて頂き楽しくガイドできました。

26 木

阪急交通社メディア

ガイドと行く仁徳陵
27名

9:30

13:00
長塚古墳 博物館 仁徳陵一周 川上浩

※仁徳天皇陵古墳満喫ツアー。VR+全陪塚＋他の小古墳を巡り、今日も汗汗汗。一周した後は、満足感いっ

ぱいの笑顔。イヤホンマイクなので長い列になっても安心。

芦屋川カレッジ 15名
10：00

15：00

南宗寺 仁徳陵 仁徳陵東側 反正陵

方違神社 江久庵
小出

※寺院巡りが趣味の方が多く、「お寺の案内も楽しかった」と。また、仁徳天皇陵古墳を半周、皆さん元気

よく完歩され、和気あいあいと楽しくガイドが出来ました。

百楽会 40名
10：10

11：15
南宗寺 宮尾 澤野

※毎年、南区から来られる常連のお客様。堺はよくご存じでしょうが、家康公の話も八方睨龍の話も初め

てのように興味深げに聞いていただきました。良く分かって楽しかったとのうれしいお言葉を頂いて感激

です。

あやま歴史探訪サークル 14名
10:20

16:10

仁徳陵 博物館 もず庵 南宗寺

展望ロビー
大橋

※三重県伊賀市のお客様。数年ぶりに堺へ。「神君伊賀超え」も皆さんご存知で南宗寺の家康の墓では、神

経を集中しガイドを聞かれた。伊賀焼陶芸家もおられ博物館の景徳鎮の焼き物にコメントもされた。

年 4回全国周るサークルで熱心に耳を傾けられた。

27 金

読売旅行

関西バス旅行課
19名

13:10

14:40

仁徳陵 大仙公園内古墳 履中陵ビュー

博物館
金谷

※神戸、大阪、奈良の旅行者グループ。履中陵ビュースポットで内濠を見て、仁徳天皇陵古墳の内濠も同

じ濠幅があると伝えると仁徳天皇陵古墳の内濠を見れる工夫をできないものかと指摘されました。

阪急交通社中部「世界三

大墳墓のひとつ仁徳陵」
34名

13:25

16:30 
博物館VR 伸庵 仁徳陵 伝産会館 濵田 久野

※名古屋方面からのお客様。皆さん古墳に興味を持って見てくださいました。博物館でも説明を良く聞い

て頂き、VR体験も楽しまれたようでした。

JTB教育旅行

堺リベラル中学校

106

人

13:00

16:00
利晶の杜 利休屋敷跡 晶子生家跡

澤井 西岡英

井藤 辻中

柳

※中学 2 年生の女学生たちは、歴史を今勉強中という事で、利休さんの時代の話や晶子さんの生涯の話に

目を輝かせて聞いてくれる人も沢山いました。生徒の皆さんは、メモを片手に説明を聞いていたので、ゆ

っくりはっきりと案内しました。3年生は、歴史を勉強しているので一生懸命メモを取りながら話を聞いて

くれました。

みつわ会 32名
10:30

16:05

利休屋敷跡 利晶の杜 Jグリーン

クリーンセンター堺浜 方違神社 江久庵

弘瀬

★瀧川

※お客様は、堺の方でしたが、普段行くことのあまりない場所に行くことが出来、喜んでおられました。

読売旅行京滋支店 25人
12:00

16:20

利晶の杜 南宗寺 仁徳陵 博物館

展望ロビー
安田

※25名で一人のガイドは、利晶の杜などでは、声が届かなく聞こえないとの指摘されました。

28 土
JR東海ツアーズ

百舌鳥古市古墳群
37名

15:30

17:15
仁徳陵 大仙公園 履中陵ビュー

高橋律 箕野

中村博 平岡
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※朝 6 時の新幹線で来られた方もおられました。応神天皇陵古墳などをご覧になってから、仁徳天皇陵古

墳へ来られたそうで、すぐに質問が飛び出して、今回のツアーは満足そうでした。明日の自由行動時間に

は、「日本庭園」「博物館」へ来たいと言われる方もおられました。

白鳥地区民生委員児童委

員協議会
16名

14:15

16:30
仁徳陵 伸庵 博物館 大仙公園内古墳 浅倉

※JR 百舌鳥駅で待ち合わせをしました。すぐにトイレの要望。拝所前まで歩くのもきつい方がおられまし

た。博物館へは、ゆっくり歩き、シアターを楽しまれました。帰りの百舌鳥駅まできつい方には、担当者

がタクシーを手配していました。

28 土

名鉄観光サービス徳島

協同組合徳島印刷センター
23名

9:45

11:55

展望ロビー 仁徳陵 大仙公園

履中陵ビュー
松浦 上野

※早朝からの出発で、会社の研修旅行でしょうか、和気あいあいで楽しんでくださいました。バスのなか

で「フェニックス通り」の話には、大爆笑を頂きました。

堺平和のための戦争展 34名
13:00

16:00

長塚古墳 銭塚 いたすけ 御廟山

百舌鳥八幡宮 ニサンザイ 御廟表塚
樽野

※毎年夏に開催される「堺平和のための戦争展」のアフター企画。古墳を歩くのが初めての小学校 2 年生

から高齢のかたまで予想以上の参加者がありました。色々な古墳をみながら、古墳の話や百舌鳥古墳群の

特徴などを話ました。

サンケイトラベル 26名
9:15

12:30

仁徳陵東側 博物館VR 仁徳陵西側

展望ロビー

藤井英

荻野

※近畿各地からのお客様。約5㎞のウォ―キング。体力にややバラツキがあったものの完歩。市役所21階

展望ロビーから、今見てきた古墳に感動されていました。

郵便局長堺を知る研修 22名
10:30

13:20
南宗寺 山之口商店街 妙國寺 矢木

※お客様の半数は、南宗寺の座禅体験後の参加でした。堺市内の若い局長さんたちが殆どで、話を良く聞

いてくれました。

柳池会 15名
13:45

15:45
展望ロビー 南宗寺 浅川

※京都市の柳池中学校のOB会の方々。毎年、旅行を楽しみにされているそうです。展望ロビーでは、古墳

を楽しみにされ、興味を持って質問も多く頂きました。南宗寺では、かつてお茶会に何度も来られた方が

当時の事を懐かしく話されていました。

久留米郷土研究会 7名
12:20

15:30

みくにん広場 仁徳陵 博物館

利晶の杜 利休屋敷跡
柴田友

※久留米市博物館の学芸員さんを中心とした歴史を深く勉強されている会。みくにん広場の説明後から専

門的な質問が矢継ぎ早に出てきました。ハニワの見方などを教えて頂き、大変勉強になりました。久留米

市学芸員さんたちが著した中世の本を1冊頂きました。

29 日

堺なんや衆 20名
10:00

12:30

安保神社 ちちかみばし道標 丹比柴離

宮跡 大塚山古墳 南陵の森 雄略陵
石原緑

※普段案内をしている國領さんに代わって案内しました。初めての経験でしたが、なんとか終わってほッ

としました。

クラブツーリズム東京 36名
12:15

14:30

博物館 仁徳陵 御廟山古墳 いたすけ

ニサンザイ
澤井 平岡

※ガイディングレシーバーを使っての案内は、聞き取りやすく大変良かったと思います。ニサンザイ古墳

まで古墳めぐりの後、八尾空港からセスナ機で百舌鳥・古市古墳群を遊覧されるという事で、近くに住ん

でいるので急いで帰宅後自宅ベランダから秋空に舞うセスナ機にビールで乾杯しました。

観光コンベンション協会

もずバスA-003
3名

9:00

12:00

旧堺燈台と巨大壁画 仁徳陵

博物館ＶＲ
長江

※茨城県からのご家族。「今まで堺は通り抜けの事が多く、今回は是非とも来たかった」とご主人様。この

後、新幹線で姫路城へと向かわれました。

第 32回堺新発見ツアー

古墳めぐり
24名

9:30

12:00

みくにん広場 仁徳陵西側 大仙公園

履中陵ビュー 博物館

谷﨑 柴田友

浅倉
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※とても暑い日でしたが、熱心に聞いて頂き、和気あいあいいい雰囲気で世界遺産登録の古墳めぐりを楽

しまれました。

阪急交通社

「７つの世界遺産」
27名

11:20

14:00
展望ロビー 利晶の杜

林茂

松本潤

※関東から募集型ツアーのお客様。殆ど中高年の皆様ですが、童心にかえって、市役所のからくり時計を

とても喜ばれました。

観光コンベンション

ゆっくり古墳散策
5名

9:45

13:00

仁徳陵 大仙公園 履中陵ビュー

いたすけ 御廟山 博物館
竹原

※西宮市からの仲の良いお友達グループを案内しました。

30 月

クラブツーリズム東京 28名
15:45

16:45
仁徳陵 大仙公園内散策 西川 中川辰

※本日、羽田をたち、飛行機、セスナ機、バスの乗り継ぎで来られました。空からの仁徳陵を満喫された

後の地上からの仁徳天皇陵古墳の見学。皆さん説明をしっかり聞いて下さいました。

阪急交通社札幌支店 15名
13:00

14:30
展望ロビー 仁徳陵 大仙公園内古墳 岡本匡

※朝早くに札幌空港を飛び立ち、堺から周遊 4 泊ワイド旅行のご一行。堺も古墳もあまりなじみない皆様

なので、新鮮な感覚でのご案内になりました。

兵庫県高齢者放送大学

西宮友の会
21名

10:15

15:45

山口家 本願寺堺別院 利晶の杜

仁徳陵 博物館
森口

※堺市へは、初めての方ばかりでした。お寺が多いのと、古い町並みが残っているのに感心しておられま

した。

9月度市役所展望ロビー社会見学

生徒数 先生 担当ガイド

13日(金) 野田小学校 146名 6名 気谷 久野 須佐美 江村

19日(木） 新浅香山小学校 45名 4名 杉本 廣永

20日(金) 深井小学校 104名 6名 泉谷 今村 北野

26日(木） 金岡小学校 207名 9名 浅川 新名 梶原 浅倉 廣永

26日(木) 御池台小学校 80名 5名 佐伯勇 若槻 浅川

27日(金) 竹城台小学校 45名 3名 気谷 米里


