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11 月 1 日（金）～4 日（月・祝）は好天にも恵

まれ、多数のお客様の来場で堺文化財特別公開は

大成功となりました。 

昭和 61 年に発行された堺市博物館の書物の「堺

の文化財～指定文化財編」に当時の博物館館長が

語った言葉があります。「文化財とは何か。それは

端的に言って我々の祖先が営んできた歴史を示す

具体的なものであり、祖先の心（精神）の反映さ

れたものである。それは我々の世代で軽々に滅ぼ

されてしまうものではなく、次代、次々代へと永

く伝えてゆかなければならない使命を、今を生き

る我々の世代は担っている」まさにこの言葉に現

代を生きる私たちの原点があります。 

また、「堺観光ボランティア協会の 20 年史」を

紐解くと文化財公開に対する協会の取り組みの経

緯が見えてきます。原文を紹介しますと、「岡部貫

首（妙國寺）の『お寺を開いて歴史・文化遺産を

多くの人に公開しよう』という働きかけが堺市や

南宗寺、大安寺などを動かして平成 19 年 11 月に

秋季堺文化財特別公開が開催された」と記載があ

ります。この時から協会はガイド要員を配置して、

来場者のおもてなしの主役になりました。その後 

 

 

 

 

 

当協会は、桜の時期である春にも、文化財特別公 

開を是非実施したいと堺市に要望を出し、平成 21

年に、春季文化財特別公開が実現しました。この

回から協会はイベントの企画・運営にも参加しま

す。そして現在まで脈々と引き継がれ、まさに当

協会の看板行事になりました。 

さて今回は、堺市中心部の人気のお寺・神社、

鉄砲鍛冶屋敷に加え、南区に新しくスポットをあ

てました。櫻井神社では国宝の割拝殿、指定有形

文化財の石灯籠、無形民俗文化財である「こおど

り」をビデオで放映。多治速比売神社では重要文

化財の本殿、太平洋戦争終戦時首相であった鈴木

貫太郎の玉垣、さらにここでは華美芝居で花を添

えました。小谷城郷土館では、指定有形文化財で

ある土佐派の大作「源氏物語屏風」も博物館から

30 年ぶりの里帰りとなりました。 

また、これらをご案内する為の会員のマニュア

ル作り、数度に亘る事前勉強会、そして何よりも

会員の熱意が、お客様に一段と感動を与えたので

はと思います。呈茶のメンバー（茶々会）、ミニガ

イド担当者の協力も絶大でした。そして、今回の

行事を支えるべく遊撃隊は、兵糧（弁当）を配布

し、会員の胃袋を満たしてくれました。～武士は

食わねど高楊枝～とはいきません。 

ともかくこの４日間、無事に行事が終えられた

ことにほっとしています。最後に、主催者である

堺観光コンベンション協会、ご協力いただいたお

寺、神社の皆様、堺市の担当部署の方々に感謝し、

筆を置くこととします。 （事務局・藤井英樹）               

mailto:sakaikvk@axel.ocn.ne.jp
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  ◇「戦国武将三好長慶武者行列まつり」に参加して  【 伊庭 康行 】

令和元年 11 月 3 日（日）、三好一族の故郷、徳島県三好市三野町の三好長慶武者行列ま

つりに観ボラを代表してちくちく会の方と一緒に参加しました。堺東を午前７時に出発し、

高速道路や明石海峡大橋を乗り継ぎ吉野川沿いの国道をひた走ること４時間半。三好一族縁

の芝生城跡のある三野町に到着しました。

会場では今までの堺観ボラから寄贈した三好城門に代わり本格木造の四脚門が出来てお

り、鳴り響くホラ貝と陣太鼓が迎えてくれました。

経緯、内容等全くの白紙での参加でしたが、車内のレクチャーと会場の雰囲気でイベント

の大枠が理解出来ました。全国から三好一族に関係する 20 を越える団体が、鎧・冑に身を

固め、戦国武者姿で約 300 人以上が集まっていました。着替えの最中も、旧知の団体との再

会や情報交換などで喜々として盛り上がる姿に、通常の動員と違う士気の高さがありました。

芥川城の高槻市、飯盛山城の大東市など創意工夫を凝らした武者姿と意気込みに、三好一族

への熱意の強さを感じ、力を貰いました。

会場では堺幕府の紹介にひときわ大きな声援がありました。嬉しい気持ちの中、徳島三好

長慶会出水先生の「エイ、エイ、オー」でいざ出陣。途中、芝生城跡地には立派な石碑が出

来ていて、ここでも「エイ、エイ、オー」。行列はレトロな看板の残る旧市街と上り下りす

る河原を１時間半、時々勝ちどきを揚げながら文字通りの行軍でしたが、最後まで参加者の

誇らしげな表情と態度が印象的でした。夕闇迫る芝生城門に到着後、続くイベントの最中で

したが、長旅のため早めに失礼しました。帰り着いたら午後 9 時を廻っていました。

帰りの車中、これほどの人びとが長慶に引きつけられるものは何かと考えました。やはり、

こんな山深い遠い所から都を目指し畿内に覇権を樹立しつつも、幾多の合戦では親兄弟を相

次いで亡くし、嫡男をも病死させ失意の内に去った、戦国武将としての生き方にあると思い

ました。

「天下人四人の内の一人は、三好長慶である」

ファンになった一人として、南宗寺、妙國寺

のガイドでは、三好一族の生き様を熱く伝え

て行きたいと思います。

☆ １２月号 インデックス（目次）

巻頭言「文化財特別公開無事終了！」 Ｐ1 定点ガイド部 9～10

三好長慶まつり・インデックス 2 広報部 11

＜各部ニュース＞ Ｊ:COM 予定・ｲﾝﾎﾒｰｼｮﾝ・便利ﾒﾓ 12

事務局 3 妙國寺・開口神社・鉄砲鍛冶屋敷・小谷城郷土館 13～14

総務部 4 櫻井神社・多治速比売神社・本願寺・宝珠院 15～16

研修部 4～5 大安寺・南宗寺・伸庵・南区ミニガイド 17～18

ツアーガイド部 5 寺町ミニガイド・遊撃隊・呈茶・さかいトラム 19～20

事業部 6 【2019 年 12 月度月間予定表】 21 

企画部 7～8 〔2019 年 10 月 活動実績と内容〕 22
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事務局 ニュース

★ 2019 年 11 月 5 日（火）、総合福祉会館にて

・13 時から「理事会」・14 時から「運営委員会」を開催しました

◆ 理事会 報告

① 議事録署名人選任の件     ／ 山田（豊）氏と浅川氏の 2 名を承認

② 副理事長 1 名選任の件   ／ 山田（豊）氏を副理事長に承認

③ 協会組織図変更の件    ／  協会組織図の変更を承認

④ パソコン 1 台購入追認の件   ／ ツアーガイド部用パソコンの購入を承認

⑤ 活動交通費支給規定改定の件 ／ 活動交通費支給規定の改定を承認

⑥ ツアーガイド料金改定の件 ／ 3 時間まで税込み 2,500 円、3 時間を超えると

                  税込み 3,500 円に変更

                  ・2020 年 4 月 1 日より実施する事を承認

※ 報告事項として「アクセシブル・ツーリズム プレビュー2019」への協力名義貸与、

   「堺事件を語り継ぐ会」への後援名義貸与が報告された。

◆ 運営委員会 報告

★ 「堺観光コンベンション協会 佐藤事務局長」のお話

秋季堺文化財特別公開の来客数は、昨年秋に比べて２倍以上になり大変賑わいました。

観ボラの運営対応のお陰だと思っています。

今後は色々な点で、コンベンション協会や行事について見直しを図らなければなりま

せん。歴史や過去も大切ですが、新しい課題に対応していかなければならないと考えて

います。

堺まつりは、好天にも恵まれて多くの参加者があり大変好評でした。

『 理事長報告 』

① 「世界文化遺産認定展示」について

・認定証や他の見やすい資料も展示されています、お客様の案内に活用下さい。

② 「拝所前での宣伝用具」について

≪確認事項≫

     ・パンフレット運搬用のワゴンは、観光案内所の中に常時置く

     ・パンフレットは、現行のキャリーバッグに補充して、拝所前に持参

     ・リーダーは、キャリーバッグ内の在庫状況を確認して補充

     ・パンフレットが不足した場合は、観ボラ事務局長に連絡

     ・シャトルバスのパネルは、土日祝に拝所前の所定場所に設置

③ 「秋季堺文化財特別公開」

・来客数が過去最高になり大変賑い、満足感や疲労感もあるが、大成功だったと思う。

・文化財配置、定点活動、ツアーガイドに参加していただきました会員の皆様、

ありがとうございました。



ＮＰＯ法人堺観光ボランティア協会ニュース １２月号 2019年（令和元年）12月1日発行 （２７１号）

4

                                                                                                                         

研修部 ニュース

☆ 「会員交流会」について

・沢山の参加希望がありました。

  ・11 月 28 日（木）神戸コースは希望通りの参加者で決定

  ・集合場所：堺市役所市民広場 （変更になりましたので間違えないように）

・集合時間：８時 15 分 時間厳守（遅れないように！）バス出発：８時 30 分

・12 月 18 日（水）岩出紀の川コースは、希望者多数で抽選のうえ、

バス１台の定員参加者を決定 （落選者には、希望に添えず申し訳ありません）

◇ 各部門からの連絡・報告

  
総務部 ニュース

☆ 会員の状況 <１２月１日 現在>

正会員数 ２５０名・休会会員数 ６名・賛助会員数 ８名・総会員数２６４名

                   

☆「活動交通費等支給規定の改定」について・新規規定を配布予定

☆「活動交通費調査票の更新」について

・確認のための郵送照会を終え、個人別システムデータとして更新

☆「下期会費の徴収」について

・１１月に銀行振込みの支給交通費から下期会費（３千円）を徴収しました。

   ・徴収できなかった方には、メ－ル又は郵送で請求書を送付しますので納入を

☆「オフィスレイアウト変更」について

・ツアーガイド部のパソコン買替に伴い、オフィス内レイアウトを一部変更

☆ 「２０２０年度 新年会」の開催

   ・第 1 回打ち合わせを、10 月 24 日（木） アゴーラリージェンシー堺と行う

   ・開始時間、鏡開き等の進行アトラクション、参加費用等の詳細を打合せ

・開催日時：2020 年１月 15 日（水）／ 12 時から 15 時まで

・開催場所：アゴーラリージェンシー堺 ／ 参加費：2,000 円／人

★１１月度配置状況

・11 月度の欠員状況 82 ポスト、ツアーガイド部 278 ポストで前月に比べて激増

当月は定点配置、ツアーガイド、文化財公開が重複したことによる要員不足が発生しま

した。春の文化財公開に備え対策を講じる必要があります。

★ 堺観光情報連絡会報告

   ・パンフレット補充は、ヒトコミュニケーションズが一週間に一回実施

   ・大仙公園第 3 駐車場のタクシー乗り場は、観光バスの降車できない

・仁徳天皇陵古墳西側の初霜坂にある歌碑の汚れは清掃が済み、キャプションも付いた。
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ツアーガイド部 ニュース

☆「１２月の自転車ツアー」の開催

  “百舌鳥古墳めぐり”６つの古墳をめぐります

  ・集合：12 月 8 日（日）／ 9 時に／ 大仙公園観光案内所

☆「ツアーガイドの為の博物館研修と検定」について

   ・研修会を、10 月 22 日（火）と 23 日（水）に復習する方も含めて 38 名の参加で実施

   ・検定は、21 名が検定中

☆「ツアーガイドの募集」について

  ・10 月は、165 件で前年比 253％（昨年 65 件）／ガイド担当は、延べ 247 人

   ※  今まで通り、活動予定表に‘○’を記入して頂きますが、引き続きメールで

随時募集します。 会員の皆さんの協力をお願いします

     

☆「ガイド料の改訂」について

   ・2020 年 4 月 1 日より、ツアーガイド料金改訂が理事会（11 月 3 日）で承認

※ガイド１人当たり、

３時間までは、2,500 円（税込）／ ３時間を超える場合は、3,500 円（税込）

     ⇒ 理由：前回の改定より 6 年経過していることや、消費税が 10％になり諸経費が

高騰していること、また他のガイド例と比較して金額的にも妥当と判断

★ 2019 年１０月度ガイド実施状況

     総件数 １６５件 ／ 案内の総人数 ３，５５５人 ／ 担当ガイド ２４７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

                                                                                                                         

研修部 ニュース ②

☆ 「マナー研修会」の開催

  ・日 時：2020 年 1 月 22 日（水）／ 午後 2 時～４時

   ・場 所：東洋ビル 4 階 第 7 号室（堺東駅前道路を北西へ道路沿い）

・テーマ：ガイドのマナーのあり方

・講 師：三好 美恵子氏（㈱FPMα コンサルタント）

    （もと空港のスタッフだった方。堺市役所などの職員対象の研修も担当）

    ：川上理事長 （トラブルの実例を紹介）

※ 私たちは、たくさんのお客様をお迎えしており、いろいろなトラブルがおこる

ことも増えてきました。どのように考え、対処したら良いのか、ガイドするときの

注意点、話し方など、限られた時間内ですが、今後のガイド活動の参考になるように

お話いただきます
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事業部 ニュース

☆ 各プロジェクトの活動

  ＜華美芝居部隊＞

・11 月 9 日（土） 善宗寺にて華美芝居（10 月 12 日の台風の為中止の振替え）

・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

   ・12 月 14 日（土）善宗寺にて華美芝居（11 月に続いて再度公演依頼あり）

・こども堺学サポーターとして東三国ヶ丘小学校にて、

12 月（日時は未定）に、6 年生 3 クラスに仁徳天皇陵古墳について授業予定

＜音曲組＞

・新年会に向けて練習を進めています

※新しいメンバーを募集中、是非の参加をお待ちしています

＜呈茶チーム「茶々の会」＞

・12 月 21 日（土） 堺市役所で「街道まつり（竹内街道・横大路）」のキャンペーン

  200 名を“おもてなし”の予定

＜ＪＡ堺市「CROP」＞

・「西区菱木」を、11 月 16 日（土）に取材

・「北区東浅香山町」を、12 月 8 日（日）に取材予定

＜鉄砲鍛冶屋敷調査＞

   ・10 月 10 日（木）、「鉄砲鍛冶屋敷 階段部屋 2 階」調査作業へ参加

    ・行李、着物多数、醤油絞り布袋、小型木製衣桁等

〔山之口商店街・事業部全般〕

   ・12 月 28 日（土）から来年 1 月 8 日（水）まで、年末年始の為休み

《写真ニュース》

筒井家住宅が文化財建造物に登録されました

登録有形文化財（建造物）

筒井家住宅（堺市北区中百舌鳥町）は、百舌鳥古墳

群の中央部に位置する江戸時代初期の新田である。

「夕雲開」（せきうんびらき）の実質的な開発者であ

った木地屋庄右衛門（筒井氏）が、新田開発の管理所

として建築し、後に居宅化した住宅です。

主屋は新田開発の管理所として江戸時代前期に創建

された茅葺の建物で、当住宅最古の建物です。

（堺市報道提供資料 11 月 15 日提供）
筒井家住宅門長屋 撮影 市川靖史
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企画部 ニュース

〔学校連関連〕

☆「学生ボランティア参加」の受入

   ・秋季文化財特別公開に学生ボランティア参加の申し入れがあった

・府立堺東高校より学生さん８名が配置に付いた

・配置場所は、南宗寺、妙國寺、小谷城郷土館、鉄砲鍛冶屋敷の４ヵ所

※公開箇所の担当の皆様、お世話になりました

    

〔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 が開催された

・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：ＮＰＯ法人すみよし歴史案内人の会     

   ＊「実行委員会」の開催

     ・開催日：12 月 1 日(日) ／ 14 時 30 分から堺東 東洋ビルにて

  ☆「大阪・奈良歴史街道リレーウォーク」

   ＊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 分に近鉄奈良駅前

     ・主 催：NPO 法人なら・観光ボランティアガイドの会

   

☆ 「日本遺産竹内街道・横大路（大道）ガイドイベント」

     ・開催日：2020 年 3 月 1 日（日）予定／参加人員；105 名（15 名×7 班）

     ・当協会は、協力として 7 名のガイドが参加

   ※10 月 23 日（水）にイベントの打ち合わせと下見を実施

    ルート、タイムスケジュール、参加人員がほぼ決定

☆「街道まつり」を開催

   ・開催日；12 月 21 日（土） 堺市役所市民広場にて

   ・当協会は、呈茶とミニガイドを担当（堺市観光推進課と細目打合せ中）

☆ 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」を開催

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

     ・仁徳天皇陵古墳、鉄砲鍛冶屋敷が好評

     ・当協会は、7 名のガイドが協力参加
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◆ 「イオンモール主催「堺ウォーキングツアー」に協力参加して     【 山田 豊秋 】

秋季堺文化財特別公開の真っただ中の 11 月３日(日)に「祝 世界文化遺産登録記念 百舌鳥

・古市古墳群 堺ウォーキングツアー」と銘打ったイオンモール主催のウォーキングが開催さ

れました。

当協会はガイド担当として７名の精鋭ガイドが参加しました。参加者は、関西一円のイオン

モールにて応募し、抽選（応募者数：2,100 名以上 競争率 17.5 倍）で選ばれた強運の持ち主

120 名でした。

当日は、「文化の日」「世界文化遺産」「秋季文化財公開」とのトリプル「文化」で、参加者

は百舌鳥古墳群と特別公開の文化財見学に胸を膨らませ、堺市博物館前を出発しました。

行程は仁徳天皇陵古墳とその陪冢、及び反正天皇陵、旧天王貯水池、方違神社、堺伝統産業会

館、月蔵寺と秋季文化財特別公開の本願寺堺別院、鉄砲鍛冶屋敷、ゴールはイオンモール堺鉄砲

店でした。約 8km の行程でしたが全員元気にゴールに到着しました。

参加者多数が感激したのは、仁

徳天皇陵拝所、文化財としては非

公開の月蔵寺(ご住職のご配慮で

本堂を見せて戴きました)、及び改

修のため数年間見学が出来ない鉄

砲鍛冶屋敷でした。

仁徳天皇陵拝所前では熱心にガ

イドの案内を聞き質問をしていま

した。また拝所での参拝客の多さ

に驚いたようでした。鉄砲鍛冶屋

敷も超満員の来客で、配置のガイ

ドの説明に聞き入り、人ごみをか

き分け展示物を熱心に見学してい

ました。

今回のウォーキングの企画運営会社（株式会社ブンカ）のスタッフが滞在時間の調整に努力

をしてくれ、私たちは時間配分を気にすることなく気楽なガイドで、楽しい一日でした。
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定点ガイド部 ニュース

★「全体部会」を 11 月 12 日（火）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）

・団体客がたくさん来所されました。何人かの方から「前に聞いた話より、分かりやす

かった。パネルも大きく見やすかった」と言われ、昨年１月にガイドをやり始めてから

初めての経験でした。

・土曜日ということもあり団体が次から次へと来場されたが、抜群のチームワークで、たく

さんの方をご案内しました。（この日は一日で 678 名のガイド実績）

・19 名の団体。東京からのお客様で八尾空港からセスナ機で仁徳天皇陵古墳を上空から見て

きたとの事。上空から撮られた写真を見ながら「大きいなあ、一番目の濠はみえないのか」

と驚いていました。

＊ さかい利晶の杜（担当：松村・柳）

  ・グループホームの車椅子の方 10 名くらいと付き添いの方の団体が来館。ジオラマは

見やすい高さであると言われていた。

・北海道からのご夫妻。環濠都市堺を勉強中とのこと。会合衆のことや、堺には大名が

いないことなどを詳しくガイドしながら堺の町を誇りに思いました。

・晶子ファンの方は一通りご案内したあと再度ゆっくりと見て回られていました。大阪

より来られたご夫妻は説明に一つ一つ頷かれ楽しんでおられました。

＊ 千利休屋敷跡（担当：辻・大北）

  ・市内のご夫婦、川上理事長のＮＨＫラジオ深夜便を聞いて利休屋敷跡に来ました。30 年

前に一度来ましたがその頃に比べるとよく整備されていますねとの事。

・岐阜からの男性。「堺は大阪とは違う面白さがあるという事が分かりました。独立心

がありますね」と言われました。

・10 月 28 日裏千家の庭師の方が苔の植替え等で来所され、一部の杉苔を残し異なる

種類の苔を植替えられました。

＊ 山口家住宅（担当：今村・西岡英）

  ・お客様から「へっついさん」の語源を聞かれました。

⇒ 竈つ火（へつひ）、もしくは竈つ霊（へつひ）と書いて、かまどに宿る魂、

かまどの神様の意味だそうです。（三省堂 大辞林 第三版）

・日本遺産のロケの方１名が来館。竹内街道を拠点に 53 カ所廻り、山口家もその中の

一つとの事。

・以前、大阪から熊野街道を歩いて鳳まで来たことがあるというお客様。堺にもう一度

来たいと思い、産経新聞の堺・七まち町屋公開の記事を見て来館されました。
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＊清学院（担当：澤井・古川）

  ・東京在住の男性は市内寺地町のご出身。かつてお父様は「木箱」を作る職人だった。

贈答用刃物を入れる需要があった時代は商売ができたが今は廃業された。なつかしい

堺の街を東京から発信していきたいとの事。                         

・堺に住む友人に「堺は空襲で焼けたから何も見る所がない」と言われたが、「来てみ

ると１日では自転車でも、とても廻り切れないほどの見所があっていい街だ！」と喜

んでおられた。

・錦西小学校卒業の女性に偉大な大先輩に河口慧海がいると伝えて説明すると、近くに

すごい人が住んでいたんですね、と嬉しそうな表情でした。

〔 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）

・東京からのお客様、「見えない方がいい、何でもかんでも見えるのは良くない。

昔のままの状態がいい。」と言われていました。

・愛媛県八幡浜から 50 数年前の中学校の同窓会で来堺 15 名。堺在住の幹事が、古墳、

利晶の杜を案内、展望ロビーからの眺め（幸いよい天気で見晴らし良）に感激されて

いた。

・仁徳天皇陵古墳が一番、履中天皇陵古墳が三番、では二番目はどこ？という質問が多

かった。

＊ 南宗寺（担当：中西慎・澤野・大橋）

・「南宗寺史」に載っていた「開山堂の床下にあった家康の無銘の印塔」の写真が、

受付のガラス窓に貼ってあります。

・名古屋からの 40 代夫婦。ｱﾙﾌｫﾝｽ・ﾐｭｼｬを見学に来て南宗寺に立ち寄った。「歴史の面白

さが解った。これからもっと本を読む」と。

・静岡からの 40 代男性。父親が堺の小学生の時、疎開で静岡に行きそのまま静岡に定住。

父が幼い時に過ごした堺の町（古い地名の場所も探して）を知りたくて来堺。

＊ 妙國寺（担当：小出・箕野）

  ・千葉からの女性 2 人。内 1 人の方は「昨年も拝観に来た。大変良かったので、友人を

連れて、再度来た。」と言われました。

・東京からの学生 4 名。小堀遠州が再現した「＜駿河の国＞の後ろの松は、＜浜松の松＞

としてはどうか」と。若い人のセンスを感じた。

・高松からのご夫婦。自宅から三好実休義賢の資料が出て来たので、居ても立っても居ら

れないので拝観に来たとの事。

＊ 堺伝統産業会館（担当：奥野）

  ・カリフォルニアからの男性。１か月の予定で日本を旅行中。日本の歴史を勉強した

いと戦国武将の名前もご存じ。お寺や仁徳天皇陵古墳などを紹介。

・住吉から自転車で初老の男性。「特別公開のパンフレットが大阪市内で置いていない

ので、いつも堺に取りに来ています。」とのこと。いつも特別公開を楽しみにしてお

られるようです。



ＮＰＯ法人堺観光ボランティア協会ニュース １２月号 2019年（令和元年）12月1日発行 （２７１号）

11

《写真ニュース》

小学生社会見学で案内した榎小学校の児童が、お礼の手紙を持ってきてくれました。

※ＨＰで協会ニュースを見るとカラーで拡大して見られます。

＊自転車博物館（担当：大橋・溝）

・企画展示品の提供者福場氏の知人のトライアスロン経験者が来館され、改めて天然素

材を生かした日本の伝統工芸とコラボした美しいフレームに目をやり感動を語られた。

・絵画コンクールの受賞者の来館多数。夏休み中の絵画を描く時と違い館内を見学され

る方が多い。特に祖父、父親は興味深く、ゆっくりとガイドの説明を聞かれた。

広報部 ニュース

☆ 「１２月号ニュース」

・今月号ニュースは、“秋季堺文化財特別公開の様子”を掲載

☆ 「協会パンフレット リニューアル版」を作成中

・年内発行を予定

☆ 「公開講演会」の開催

   ・今年度の「公開講演会」開催

・日 時：2020 年 3 月 18 日（水）13 時 30 分～16 時 00 分

・講演テーマ：「日本の文化（仮）」

・講師：大鳥大社 水無瀬 忠俊 宮司

・場 所：フェニーチェ堺 小ホール（定員 300 名）

      ※ 詳細は、来月新年号の協会ニュースでお知らせします

☆ 今後とも原稿記事の投稿、寄稿にご協力を宜しく お願いします!
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《ガイド便利ＭＥＭＯ》

◇ 施設の１２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） 3 日・10 日・17 日・24 日（年末年始）

・堺アルフォンス ミュシャ館  （休館：毎週月曜日）              2 日・ 9 日・16 日・23 日 (年末年始)

・日本庭園         （休館：毎週月曜日） 2 日・ 9 日・16 日・23 日 (年末年始)

・堺市博物館・伸庵       （休館：毎週月曜日） 2 日・ 9 日・16 日・23 日（年末年始)

※ ＶＲツアー・古墳シアターは、月曜日 観覧できます。（２日は完全休館）

・みはら歴史博物館     （休館：毎週月曜日） 2 日・ 9 日・16 日・23 日 (年末年始)

・自転車博物館       （休館：毎週月曜日） 2 日・ 9 日・16 日・23 日 (年末年始)

・堺伝統産業会館       12 月 29 日～1 月 3 日は休館

・さかい利晶の杜         （休館：毎月第 3 火曜日）及び 12 月 29 日～１月 3 日は休館

  ※ 年末年始の休みは、12 月 28 日（土）～1 月４日（土）但し、ミュシャ館は 28 日開館。

◇ Ｊ：ＣＯＭ堺「堺シティレポ」１２月の放送予定

・12 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）１２月分≫

放 送 日 番 組 名

～12 月 6 日（金）まで  
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～（3）（4）

7 日(土) ～   13 日(金) 誰もが安心して暮らせるまち堺へ（1）

  14 日（土） ～   20 日(金) 百舌鳥・古市古墳群 世界遺産登録決定（8）

21 日(土) ～ 27 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～（3）（4）

28 日(土) ～1 月 3 日(金) 古代のロマンにふれる 百舌鳥古墳群（再編成）（5）

※ 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 12 月 11 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 12 月 5 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 12 月 19 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！



ＮＰＯ法人 堺観光ボランティア協会ニュース 12月号 2019年（令和元年）12月1日発行（271号） 

 

13 

 

 

＊妙國寺                             ［伊藤 邦彦］ 

 

妙國寺は、国の天然記念物である樹齢 1100 年の大蘇

鉄、そしてそれを主木にした枯山水庭園をはじめ、堺事

件に関する資料など非常に多くの見所・展示物があり、

それぞれに物語があります。そのような魅力あふれる場

所を、新人である私がお伝えできるかという不安と緊張

でスタートしました。当日は、ネットで調べて来られた

方、ご近所の方などいろいろな方が来られましたが、「実

際に説明を聞いてよかった」「近くにこんなすごいお寺が

あることを知らなかった」などの言葉をいただくことが

でき、ほっとしました。 

また、信長や家康をご存じない海外の方に対しては、

英語で何をどうお伝えしたらよいかを苦慮し、充分な説

明はできませんでしたが、日本の歴史文化の魅力を少し

でも発信することが出来たと思います。多くの拝観者が

来られとても忙しい一日でしたが、なんとか無事にご案内ができたのは、事前に個人研修をしていた

だいたディレクターをはじめ、諸先輩方のあたたかいご指導のおかげです、ありがとうございました。 

 

 

＊開口神社                           ［八木 さおり］ 

 

お天気に恵まれ、七五三の時期にも重なりましたので、人の出入りが常にあり、お客様や、地元の

方々を客殿内に案内をして展示やお庭を観ていただきました。由緒ある神社の神聖な空気感と、人々

の信仰や地元愛に支えられながら、奈良時代よりこの地にあった開口神社の歴史の深さをお客様と共

に感じる時間でした。私は初日だけの担当でしたが、「大寺さん」のお話をさせて頂きました。 

客殿では、昭和の戦災で失われた三重塔の、屋根の軒にあった風鐸を戦前の写真とともに展示して

いました。その写真や、｢大寺縁起」の概要をみて、室町時代、江戸時代の話をさせて頂いたお客様

からは、貴重なものを何度も失った事について、惜しむ言葉を沢山頂戴いたしました。参拝には来て

いた、とおっしゃっていたお客様も、文化財公開の

機会にそばに在りながら、知らなかった事を知るこ

とができて大変よかったとおっしゃっていました。 

お客様が笑顔で帰られる時が、ガイド案内をして

いてよかったなと思える時です。堺の歴史や、文化

を知って頂く貴重な機会ですので、堺文化財公開を

これからも続けてほしいと思っています。 

 

 

 

「古代から令和へ受け継がれた堺文化」の副題で、11 月 1 日（金）～４日（月祝）秋季・堺文化

財特別公開が開催されました。澄み切った青い空の下、黄色のユニフォームの仲間たちが、大勢

のお客様をご案内した様子をまとめました。次回、桜の頃の参考になりますように。 
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＊鉄砲鍛冶屋敷井上関右衛門家を担当して              ［土井 健一］ 

 

秋の文化財公開後に、鉄砲鍛冶屋敷の保存工事が始まる為、３年間文化財公開は行われない事が、

パンフレット等で周知され、また、ＮＨＫのＴＶ番組「ブラタモリ」で５月に鉄砲鍛冶屋敷が放映さ

れた事と重なり、興味をもって来られた方が多かった。 

今回は幕末の堺浦の海防の展示をした。嘉永６年

(1853)６月、ペリー提督のアメリカ艦船が浦賀に

来航した後、堺浦の海防の為、井上関右衛門らが

一貫目玉の大筒を献上すべく堺奉行に願書を堺

奉行に献上願を提出した。嘉永７年９月、ロシア

の軍艦ディアナ号が大坂湾堺浦沖に来航の折、台

場は無く、井上関右衛門自ら先頭に立ち、準備し

ていた拾匁(ｼﾞｭｳﾓﾝﾒ)玉の軍用銃 56挺を携え堺浦

の警護に出向いた。その後北波止に台場が築造さ

れ、献上した一貫目玉の大筒が据付けられた。鉄

砲鍛冶屋敷では、この様な新事実が次々噴出している。この為、大勢のお客様が 3年後の開館を今か

ら待ち望み、屋敷内は大いに賑わっていた。公開は大成功であった。 

 

＊小谷城郷土館のガイドを終えて                   【宮尾 喜治】 

 

  堺文化財特別公開が開催されるようになってから、10 年以上経った今年、南区の公開が決定し

た。その公開個所に決まった小谷城郷土館では、「源氏物語図屏風」が初公開されることになった。

小谷家が所蔵する土佐派の大作で、約 1000 年もの間、多くの人々に読まれてきた世界的にも有名

な「源氏物語」から６場面が選ばれ、六曲一双の屏風に描かれている。この屏風は、堺市博物館か

ら 30 年ぶりの里帰りとなり、小谷家母屋上段の間で公開された。 

  財団法人小谷城郷土館として小谷家の邸宅の一部を一般公開されているが、今回は、広く堺市内

外からも多くのお客様が来館された。私たち担当者は、この機会に恵まれたことで深く上神谷地区

の歴史も感じ、 

 小谷城のご案内にも日を重ねるごとに充実してきたと思う。 

  結果、初公開、有料という条件にもかかわらず来客数は日ごとに右上がりに増え、事故も無く成

功裏に終えることが出来た。これは４日間の晴天と、全員の「とにかく成功させよう」の一念だっ

たと自負している。 
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＊「櫻井神社」を担当して                     ［渡辺 和彦］ 

 

櫻井神社を担当させて頂く事になり、リーダーの槇氏が作成した資料や書籍で勉強させて頂きまし

た。古事記や日本書紀にも登場し、倭国の時代から続くこの地にあって、櫻井神社は、櫻井氏の祖先

を祀った氏神が始まりと知り、私自身もワクワク状態でガイドさせて頂きました。正直言って交通事

情も悪いことからお客様に来ていただけるか心配でしたが、初日の午前中に 200 人以上のお客様に来

ていただき、心配事もふき飛んでしまいました。 

茅渟県陶邑、多くの窯跡、櫻井屯倉、ヤマト

タケルの白鳥、大田田根子などの話で地域を紹

介、八幡神降臨の話を交えながら櫻井神社を紹

介しましたが、皆さんには熱心に話を聞いて頂

けたと自己満足しています。次回の特別公開に

は法道寺や近隣の高蔵寺、陶荒田神社を加え、

更にグレードアップできればと思っています。 

 

 

 

 

＊多治速比売神社                         ［大橋 昭夫］ 

                                               

南区初めての文化財特別公開で多治速比売神社のご案内を担当させて頂きました。時折しも、七五

三詣とも重なり、重要文化財の本殿に興味をお持ちの方々が、続々と参拝に来られ期間中約 4000 人

を超える大盛況でした。     

南区は連綿と文化を守って来られた人々と高度経済成長に伴い、昭和 38 年からの 20 万人のニュー

タウン造成により、他府県から来られた人々と融和し調和のとれた地域です。そういう地区にあるこ

の神社の本殿は、檜皮葺きの寺社建築と、鮮やかな顔料に彩られた彫刻美術は目を見張るものがあり

ます。その中でも“芭蕉に蟷螂”をモチーフにした手挟み(ﾀﾊﾞｻﾐ)のデザインは、非常にめずらしい

との建築史家の評価があります。       

本殿以外にも 1400 年以上の歴史ある神社ゆえに色々な逸話・見どころもあり､お客様にそうしたご

案内も心掛けました。明治末期に合祀された 13 の末社の由来、この神社に関係の深かった太平洋戦

争終戦時の第 42 代首相「鈴木貫太郎」、パワースポットとして人気の福石など、いにしえの人々の暮

らしに思いを馳せると共に、文化財の価値など、深く心に刻んで頂けたのではないかと思います。  

“子供は７歳までは神様の預かりもの”との考え方の七五三詣のお子達を見ながら、日本人が守る

べきものの意味を問い直す機会でした。今回の文化財特別公開に際して、吉田宮司様始め企画・準備・

運営・ガイド等に携わられた多くの方々に心より

感謝申し上げます。  
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＊本願寺堺別院の配置を終えて                    【重永 均】 
 

本願寺堺別院は今年２月 22 日に本堂・山門・蓮如堂・蓮如堂拝殿・鐘楼・手水舎・経蔵・御成門・

太鼓楼が堺市指定有形文化財に指定され、今回は指定されて初めての特別公開でした。これまでは 

春に 3～4 日間開催されることが多かったのですが、今回は 11 月 3 日、４日の２日間の開催でした。

幸い、天気にも恵まれ 800 人を越える来客がありました。 

本堂の見所の 1 つは、内陣の左右にある「南蛮船堺港図」襖絵です。平成 10～11 年に描かれたも

ので、中世交易都市堺を彷彿させるき

らびやかな南蛮交易の風景が描かれて

います。多くのお客様は、感嘆の声と

ともに、盛んにシャッターを押されて

いました。また境内で、堺市指定保存

樹木である樹齢約 400 年、高さ約 20ｍ

の大銀杏をご案内する時、「銀杏は雌雄

異株で、この木は雌株、雄株の木は御

成門の近くにあります。」とお話しする

と､多くの方が驚かれていました。 

２日間、配置メンバーは楽しくガイ

ドできました。 

 

 

 

＊宝珠院 2019 年秋                        ［矢木 隆史］ 

  

今回の公開は墓石が 11 基あるべきところ、10 基が剝落防止処理過程にあり、処理の終わった箕浦

猪之吉の墓石一墓のみの公開となりました。砂川砂岩の墓石と台座等他の御影石との比較をすれば、

砂川砂岩の朽廃度合が、はるかに速いことが一見して分かります。何故柔らかい砂岩を使用したのか

が疑問ですが、ある見学者は削り易かったからでは、と言っていましたが説得力がありません。 

また、来られた堺市の文化財課の方から、隊長であった簑浦猪之吉と西村佐平次の墓石は、他の者

のより少し大きいことが、今回の修理で分かったと聞きました。事件当時の厳しい身分制度の現実を

今更に思い知らされました。 

土佐十一烈士の墓は幼稚園内にあり、普段は見られなかったのですが、この程関係者との話がまと

まり、妙國寺配置の協会員が、出入り口のカギを管理し、妙國寺を訪れた方を土佐十一烈士の墓へ案

内できる様になりました。これで堺事件の説明・案

内がより一体化し、ビジュアルなものになり、史跡

保存意識向上へ役立つものと信じます。  
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＊豪華絢爛の大安寺                        [田辺 謙二]  

           

大安寺は臨済宗東福寺派の末寺として、大坂夏の陣後の元和の町割りで環濠内の中心部に近い地か

ら此処南旅篭町に移転したとのこと。そしてあのルソン助左衛門が暮らしていた豪華絢爛たる総檜造

りの大邸宅が狩野派絵師達の襖絵とともに大安寺に移されたと伝えられております。 

この度の秋季堺文化財特別公開では、その大安寺を２日間、延べ８名の観ボラ協会員でご案内させ

ていただきました。ベテランも初めての者も一様に「なるほど、豪華だわい！」と思わず唸るほどの

障壁画の数々に大いに目の保養をさせていただきました。それは大安寺を訪れたお客様が異口同音に

「素晴らしい、さすが狩野派の絵ですね。描かれた時の鶴や猿、また松はもっと豪華絢爛だったので

しょうね。また見に来ますよ。」と言っていただ

いた言葉に如実に現れています。 

「“数”が合わないなぁ。」鶴の間や百日紅猿猴

（ｻﾙｽﾍﾞﾘｴﾝｺｳ）の間で私達がご案内する鶴、猿の

数と襖に現に描かれているそれぞれを数えられ

たお客様の声です。「今回の公開のために外され

た廊下側の腰高障子にも描かれているので数え

ても無駄だと思います。」とお話ししても、なお

数えようとするのは人情でしょうか？ 

２日間とも大勢のお客様に拝観して頂きまし

たが、お客様方は、可愛い手長猿が描かれたお部屋が、最も気に入られていたようです。 

しかし何より、素晴らしい重要文化財の数々を公開して下さった大安寺住職様、堺市文化財課や堺

観光コンベンション協会の皆さん、そしてスタッフとして協力していただいた警備会社の男性諸氏、

また時間を忘れてご案内に精出した観ボラメンバー、特にトイレの清掃を心を込めて行い、住職様か

らお礼を言って頂いた女性スタッフの皆さん等に、深く感謝申し上げます。 

 

 

 

＊南宗寺              ［福島 均］ 

 

私は、3日目 1 日だけの配置でした。この日は大きな団体のお客様はなく、少人数の方がずっと続

くという状況で、ご案内を終わって受付へ戻っても待機中のガイドはおらず、すぐに次のご案内に出

るという繰り返しで、正直疲れました。 

初めて南宗寺に来られたお客様も多く、特別公開された方丈襖絵と茶室「実相庵」だけでなく、三

好一族や、家康にまつわる話などもじっくり聞い

ていただきました。また、鳥のさえずりだけが聞

こえる枯山水の庭の縁側に座っては「いいお庭で

心が落ち着きますね」とか、水琴窟では「こんな

きれいな音は聞いたことがない」という感想を頂

きました。お帰りになる時に「自分たちだけで回

ったらスッと見て終わりだったのに、ガイドさん

の説明があったのでとても印象に残りました。本

当にありがとう」と言われると、疲れも吹っ飛ぶ

思いでした。 

前日からボランティアで参加していた堺東高校の女生徒 2 名も、この日は一人でガイドに出たり、

受付の手伝いをしたりと大活躍でした。 
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＊伸庵をご案内して                        ［中村 博司］         

 

堺市の茶室を担当するのは 2 回目で、二人でご案内しました。順序としては、浄土寺にあった重文

の九重の塔、次は茶会に招かれて疑似体験になるように、黄梅庵の待合から進んで蹲(ﾂｸﾊﾞｲ)で手を

清め、口も漱ぐと、水琴窟の音色が聞こえ、躙り口から茶室に入るようにと案内した。 

次に伸庵の平三畳台目の茶室の躙り

口・貴人口を開けて内部を見ていただき、

千利休が躙り口・小さな茶室を作り、戦国

の世に茶の湯を通して目指した想いなど

案内した。掛け軸は「日日是好日」で、樹

木希林さん主演映画のタイトル､と誰もが

分かり易い案内を心掛けた。伸庵の座敷か

ら見える庭を、以前は許されていた通り抜

けが当日になって禁止され、狭い通路を戻

ることになり案内に困ってしまいました。

事前に十分な打ち合わせが出来ず残念だった。 

今回の良かった点は、伸庵の呈茶の方々は「庭の案内をしていますので、お聞ください」。私たち

観ボラは「今回は座敷でお茶がいただけます」と誘導し、相乗効果がある協力関係が生まれたことで

あった。 

 

 

 

＊南区のミニガイドを担当して                    ［奥野 修滋］ 

  

今回の特別公開では、11 月２日（土）に泉ヶ丘駅をスタート

し、須恵器窯跡から堺では唯一の国宝・割拝殿がある櫻井神社

を経て法道寺までの午前半日コースを、翌３日（日）には栂・

美木多駅から途中に古民家レストランで昼食休憩を挟みながら、

栂山城跡・櫻井神社・感応寺・法道寺と巡り、最終ハーベスト

の丘までの一日コースをウォークガイドしました。 午前の半

日コースには、貝塚市や奈良県桜井市からの参加者もあり、楽

しんでいただけたようで、午後の半日コース（多治速比売神社

等）にも参加を希望される

方もいました。 

 一日コースは距離も長

く上り下りもありましたが、ルート上の農道に沿って咲くコス

モスの花に歓声を挙げるなど、秋の一日、旧市内では味わう事

ができない、自然が豊かな上神谷(ﾆﾜﾀﾞﾆ)の里山や、閑静な社寺

の佇まいを満喫されていました。また、昼食の上神谷米は噂に

違わず皆さん「おいしい」と満足。 

南区泉北ニュータウンに住む者として「いつか南区で文化財

公開を！」と願っていましたが、今回そのガイドを務めること

により、南区の歴史や自然の豊かさを改めて実感しました。 
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＊ミニガイド「保存修理工事前の鉄砲鍛冶屋敷と寺町散策」に参加して ［荒田 庸子］                       

 

 今回初めて、ミニガイドのお手伝いに参加さ

せていただきました。 

七道駅で 16 名の方の参加で出発しました。

天気がよくて大きなトラブルもなく、楽しんで

いただけたのではないかと思います。 

 また、解散後「鉄砲鍛冶屋敷に忘れ物をした」

というお客様のために、先輩の方が一緒にもど

っていかれました。お客様への対応についても

いろいろ学ばせていただきました。 

鉄砲鍛冶屋敷の見学が終わって裏口から出

たところで、清学院で待機されていた文化財課の方が、お客様に「チベット茶」を振舞ってください

ました。ミニガイドのお客様は、急いで「チベット茶」をいただいて次の「山口家」の方に移動した

ので、「チベット茶」の意味を十分説明できませんでした。そのことが少々心残りです。 

 

 

＊遊撃隊 おおらかな秋晴れ！ 南区                  ［柿澤 和代］ 

 

 初公開となった南区、まずは南区に住んでいる

人々に文化財特別公開を知っていただこうと観ボ

ラ南区在住者が町内会の各家にパンフレットをポ

スティングしました。 

 期間中は快晴に恵まれ、櫻井神社、多治速比売神

社とも七五三のお詣りと重なり、多くのお客様が来

訪されました。晴れ着姿の子ども達に多治速比売神

社に残る昔ばなし「福石」を華美芝居で上演、この

話は貧乏神を疎ましく思いながらも、同宿させてい

る心優しい働き者の夫婦の物語です。自分の利益に

ならないものは排斥するという現在社会にあって、何もかも包み込む、このおおらかさ、やさしさを

感じ取ってもらえたでしょうか？ 

おおらかさや、やさしさと言えば多治速比売神社には、ペットを連れてお詣りする人の姿が目立ち

ました。それもそのはず、手水舎の横にペット用の水飲み場が設えられ、「ペットにやさしい神社」

として SNS で拡散されたようです。初公開となった重要文化財の本殿も「ペットは、入れないのでし

ょうか？」おずおずと尋ねられたお客様・・・「抱っこしてならいいですよ」と神社側の回答、お客

様の顔がパッとほころびます。なんて懐の大きい神社なんだろう。 

 ご案内中、本殿の手挟み(ﾀﾊﾞｻﾐ)の芭蕉とカマキリの彫刻の間から本当のカマキリが出現したり 

吉瑞としか思えない現象がおこりました。カマキリはその手の形から「おがみ虫」と言われています。

英語では Mantis 預言者という意味だそうです。 

 境内に祀られている石津川改修時に発見された大楠の根っこはパワースポットとしても有名です。

濃淡の漆黒を帯びた色合い、その形はあたかも鳳凰の姿のように見えました。 

 喜びと感謝の気持ちで眺めると、何もかもが素敵なものに見えてくる。 

南区の文化財特別公開、初公開、至らぬことも多々ありましたが、ワンチームで秋晴れの中を駆け抜

けました。皆さん有難う！感謝、賛美！ 
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＊「お天道さまを味方につけて」 遊撃隊・華美芝居部隊         ［佐々木ハナ子］ 

 

遊撃隊・華美芝居部隊！耳慣れない言葉かも？文化財公開場所のスタッフやミニツアーガイドのメ

ンバー、定点等 1 日配置の方々に昼食を届けています。毎回頭を悩ますのがそのメニューですが、「お

弁当楽しみにしているよ」「美味しかったよ」そんな声を聴くのが遊撃隊の喜びです。 

一通り配り終わり一息つく間もなく、陣羽織・古代衣装に着替え多治速比売神社で華美芝居の準備

です。今回、パンフレットにも紹介された為、華美芝居を楽しみに来られた方々も・・・。多治速比

売神社で、神様として祀られている福石の前に陣取り「貧乏神と福石」「光明皇后伝説」そして大阪

最初の世界文化遺産になった「百舌鳥古墳に残る昔話」を観て頂きました。今回は、お天道様を味方

につけて 500 人以上の大盛況で幕を閉じました。 

 

 

＊「秋季堺文化財特別公開」山口家住宅呈茶に参加して        ［荒田 庸子］ 

 

 今回初めて、山口家住宅での呈茶のお手伝いに参加さ

せていただきました。先輩方にいろいろ教えていただき、

なんとか１日を過ごすことができました。朝から水道水

が出ない、というびっくりするような出来事がありまし

たが、皆さん落ち着いて対応され、無事に呈茶を進める

ことができました。お客様への対応や呈茶券の管理など、

先輩方の対応に多くのことを学ばせて頂きました。 

 お昼頃に、山口家住宅に生花を活けてくださる先生が

来られ、５か所に花を活けてくださいました。受付の方、生け花の先生、案内役の観光ボランティア

のスタッフ、呈茶担当のスタッフ、堺市の文化財課の方など、多くの方の協力によって、文化財特別

公開の事業が成り立っているのだと思いました。 

 

 

＊イベント「さかい巡っ(ﾒｸﾞｯ)トラム号」の車内案内をして       ［弘瀬 俊子］ 

 

「チンチン発車オーライ」 車掌さんが電車の天井を伝うロープを引っ張りベルを鳴らします。ガタンガタ

ン、いざ走り出すと、車窓から涼やかな秋風が吹き込み私の前髪を揺らします。住宅街をのんびりそして住人

に優しく走行してゆきます。 

この電車こそ、今「てっちゃん」たちに人気の「モ 161 型」昭和３年製車両です。車内は木の温かみを感じ

る木製壁、一寸高めの座席シートがすっと伸び、広い空間が広がり規則正しい車輪の回る音で、ノスタルジッ

クなムードがいっぱい。その車両の中は、チン電ファンの乗客で満席状態です。これは 11 月２日～４日に行わ

れた阪堺電気鉄道主催の、「さかい巡っ(ﾒｸﾞｯ)トラム号」試乗会で走らせた 161 号車の内部の描写です。私達ガ

イドはそのイベント車両に同乗、マイクにて、「阪堺電気鉄道の会社紹介と、秋季堺文化財特別公開場所の案内」

などを依頼されました。お客様は、まず恵美須町から浜寺駅前ま

で乗られ、お帰りに次々公開場所に立ち寄られたようですが、中

には、二往復して終点でも名残惜しそうに車内をパチリパチリ写

真に収めたり、自転車でこの電車の追っかけをされたりと、この

三日間はチン電ファンにとっては最高の日々だったようです。こ

んな皆様方とガイドを通じて触れ合うことができ、私達も「チン

電を大切に！」と言う思いを改めて感じる事が出来ました。    



日 曜 行　　　　事 時 間 場　　所

1 日  「大阪・奈良歴史街道ﾘﾚｰｳｫｰｸ 第5幕 第7回」 9:30  集合：奈良県庁前

「妙國寺研修(28-29期生対象)」 10:00  妙國寺

「堺伝統産業会館 研修(28・29期生対象）」 11:30  堺伝統産業会館

  運営委員会 14:00  堺市総合福祉会館

4 水  「町家歴史館 連絡会議」 10:00  山口家住宅

6 金   定点ガイド部 Ｂグループ会議 9:30  堺市総合福祉会館

 「12月の自転車ツアー」［百舌鳥古墳群めぐり］ 9:00  集合：大仙観光案内所

  ＪＡ堺市「ＣＲＯＰ」取材（北区東浅香山町） 9:30  集合：JR阪和線 浅香山駅

  定点ガイド部 Ａグループ会議 9:30  堺市総合福祉会館

 「さかい利晶の杜 定例会議」 16:00  さかい利晶の杜

10 火   研修部会議（見学可） 14:00  堺市総合福祉会館

11 水   企画部会議（見学可） 15:00  堺市総合福祉会館 第4会議室

12 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) 

  定点ガイド部全体会議（見学可） 9:30  堺市総合福祉会館

  事業部会議（見学可） 16:00  山之口商店街プラザ

14 土   ＪＡ堺市「ＣＲＯＰ」編集会議（北区東浅香山町） 14:00  山之口商店街プラザ

15 日 ＜協会ニュース 2020年１月号＞原稿締切り  ＜広報部＞

  定例部長会議 9:30  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 火  「堺観光情報 連絡会」 10:00  堺市役所 高層館 2階

18 水  「会員交流会〔岩出・紀の川コース〕」 8:30  集合：堺市役所前 市民広場

19 木  「29期生対象まち歩き勉強会 2回目」 9:30  集合：阪堺電車 綾ノ町駅東側

21 土  「街道まつり」 10:00  堺市役所高層館 1階

22 日  「大阪・奈良歴史街道ﾘﾚｰｳｫｰｸ 実行委員会」 14:30  東洋ビル 2階5号室

23 月  「さかい利晶の杜 定例運営調整会議」 13:30  さかい利晶の杜

25 水   ＜協会ニュース 2020年１月号＞発行作業 10:00  観ボラ オフィス

21

・令和２年（2020年）新年会 ／ １月15日（水）／12時から　アゴーラリージェンシー堺

月

8 日

9 月

13 金

16

  【 予告 】

 　　※【活動休止】　令和元年12月29日（日）から令和２年１月３日（金）まで

3 火

　ＮＰＯ法人堺観光ボランティア協会ニュース12月号 2019年（令和元年）12月１日発行（271号）

☆ ２０１９年（令和元年）1２月度 月間予定表



ＮＰＯ法人 月号 　2019年12月１日発行（271号）

＜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 18 名

232 名 一 般 7,071 名

学 童 ・ 先 生 528 名 9

定 点 案 内 所 876 名 ＊ 12,886 名

ｵ ﾌ ｨ ｽ 当 番 ・ ガ イ ド 事 務 181 名 1,169 名

展 望 ロ ビ ー ・ 学 童 ガ イ ド 15 名 969 名

1,072 名 378 名

247 名 2,828 名

会 議 ・ 研 修 会 ・ 勉 強 会 43 名 608 名

イ ベ ン ト 0 名 474 名

打 合 せ ほ か 498 名 1,507 名

1,860 名 3,248 名

-- 名

3,555 名 165

35,221 名

173,731 名

　　　　　　＊　大仙拝所前のお客さまガイド数は１０月新記録

　　　　６月：6,793名、　７月：9,5089名、　8月：11,075名、　９月：10,897名、10月：12,886名

22

来 客 数 合 計

以 来 の ご 案 内 人 数 累 計

特 別 公 開 な ど

ツ ア ー 観 光 ガ イ ド

2,447 千名
当 協 会 の 創 設 （ 平 成 ７ 年 ４ 月 ）

定 点 案 内 所 ガ イ ド

市 役 所 展 望 ロ ビ ー

ミ ニ ガ イ ド

ツ ア ー 観 光 ガ イ ド

会 員 活 動 参 加 数

自 転 車 博 物 館

伝 統 産 業 会 館

利 晶 の 杜

大 仙 拝 所 前

利 休 屋 敷 跡

山 口 家

清 学 院

南 宗 寺

妙 國 寺

2019 年 度 の ご 案 内 人 数 合 計

定点
案内所

ガ イ ド 活 動 小 計

ツ ア ー ガ イ ド

その他

会 員 活 動 合 計

月／日

１０／　７ 運営委員会　　於：　総合福祉会館　 26 名

15 観光情報連絡会　　　於：　市役所 6 名

20 堺まつりに参加 33 名

21 協会の部長会議　（正副理事長と各部長） 11 名

1～３０ 秋季文化財の準備（責任者会議、寺社訪問など） 98 名

１～３０ 消費税改正に伴う交通費の調査と確認業務 100 名

　　　　　　案内所ガイド以外の主な活動　　計　　　　　　　　　　　　　274 名

　　　　そ　の　他　活　動  の　主　な　内　容　　　　 活動人員

（編集後記）

皆さまから広報部に託された原稿は、25日午前中まで最終校正をし、その後、印刷、製本をし
て各々会員宛の封筒に入れて郵便局に持ち込みます。校正作業は「誤字・脱字はないか」「事実
でないことを書いていないか」「守るべき個人情報を逸脱していないか」「意味不明な文章はな
いか」等を短い時間で出来る限り寄稿者の思いを尊重し校正します。封筒に入れる時は、枚数の
過不足を２ｇ単位まで測れる「電子はかり」で計測し、シビアな作業もしています。校正、印刷、
製本、発送作業がもっと楽しくスムーズに終えられるよう、益々のご協力をお願いします。前向
きなご意見等をお寄せ下さい。

槇 静一

櫻井神社の上神谷戎

毎年配られる１月の十日戎のチラシです。
かわいい戎さんとふくよかな鯛がインパクトあります
ね。
実はこのイラストの作者は、岸谷勢蔵さんです。

奥さまのご実家が櫻井神社近くにあり、そのご縁で
チラシのイラストを描かれたそうです。
また年明けにもみられるでしょう。
１月10日は「福餅まき」があります。



日 曜 お　客　様 人数 時間 場　　　所
担　当
ガイド

日本セカンドライフ協会 8名
9：30

13：00
仁徳陵　展望ロビー　伸庵　日本庭園 大橋

東近江観光協会
近畿税理士会近江八幡支部

18名
10：15
16：15

仁徳陵　伸庵　博物館　展望ロビー
南宗寺

木村義

アイツーリスト　仁区天寿会 33名　
12：30
15：00

展望ロビー　仁徳陵　博物館
矢木　谷﨑

★和田

観光コンベンション協会
ゆっくり古墳散策

2名
9：50
12：55

仁徳陵 履中陵ビュー いたすけ 御廟山
博物館

荻野

140b(いちよんまるびー）
(タクシー）

2名
9：00
11：00

ニサンザイ　仁徳陵　博物館 川上浩

名鉄観光サービス姫路支店
高齢者大学大久保北学級

48名
9:45
16:05

博物館VR　利晶の杜　水野鍛錬
鉄砲鍛冶屋敷　伝産会館

浅川　田辺

守口市民民生委員児童委員
協議会

66
9：30
16：00

仁徳陵　博物館　展望ロビ-　利晶の杜　伝産会
館

林茂　川上由
土井　森口

ＪＲ東海ツアーズ「大阪百舌
鳥・古市古墳群と路面電車の旅

35名
9：30
15：20

仁徳陵　博物館　展望ロビ-　利晶の杜
伝産会館

唄　大北

名鉄観光サービス姫路支店
「高齢者大学魚住東学級」

37名
9:30
11:55

仁徳陵　博物館　利晶の杜 弘瀬　辻

丸山悦三郎様 2名
10:00
15:30

仁徳陵　履中陵ビュー　展望ロビ-　妙國寺本願寺
堺別院　月蔵寺　山口家　利晶の杜

中村博

講演　「世界遺産と町人文化のま
ち・堺を知る」

26名
13:30
15:00

芦屋市民会館 川上浩

南丹旅行「南丹ツアー　現地ガイ
ドと共に歴史と文化の堺

20名
9:40
13:55

展望ロビ-　水野鍛錬所　鉄砲鍛冶屋敷　薫主堂
南宗寺　仁徳陵

藤井安

好文ぐるっぺ 26名
11:00
16:00

仁徳陵　江久庵　方違神社　永山古墳
博物館

山田豊　加藤

リーガロイヤル広報誌THE ROYALの取材。古墳を巡る旅特集。観ボラの宣伝を兼ねた記事になるように案内。
11月半ばに発行。

麻から夕方までのツアー。展望ロビ-から撮った明石海峡大橋の写真を喜んで頂きました。

税理士さんの研修旅行。平均年齢が若く、乗りの良い方々。予定より早く集まられたが昼食が長引き午後の予定が遅れ迷惑
をかけました

綺麗な古墳を見れて感動ですと興味を持って博物館も見学されました。

博物館では甲冑を交替で着けて記念撮影、大変喜ばれていました。話もじっくり熱心に聞いて頂けました。リピート期待。

　ＮＰＯ法人堺観光ボランティア協会ニュース １２月号  2019年（令和元年）１２月 1日発行（２７１号）

 ☆ ２０１９年（令和元年）10月度 ガイド実施報告

ご　　案　　内

1 火

1

仙台市からご夫婦。西日本中心の７日間の旅。前日は古市をレンタサイクルで。古市は自治体に確認したが要領を得なかっ
た。二人とも古墳に詳しかった。

平日なのでシアターの時間が、00分と30分でしたので、時間にあわせると次の移動のため途中までしか見られませんでし
た。

埼玉から京都を拠点に1週間ほどの関西旅行で堺にも来て頂きました。古墳と裏千家のお茶をする奥様が初めての堺観光を
楽しまれ、ゲコ亭の昼食を喜んでおられました。

1 火

関西地区JASSの大手企業OBの方々、幹事さんの事前勉強が徹底され質問も整理されていた。世界遺産が主テーマで博物館シ
アターと展示見学が理解の手助けとなった。

芦屋学士会での講演。芦屋市在住の東大会などの大学卒業生のグループにお集まり頂き「世界遺産と町人文化のまち・堺を
知る」をテーマに90分。堺遺産登録までのプロセスと価値、そしてエピソードを交えながら堺の見所を話しました。

江戸期のなな町散策は喜ばれました。又、南宗寺の仏殿の雲竜図では、声を出して感動されていました。

火

1 火

1 火

昨年の台風21号で被災者からの相談で繁忙を極めた。江戸時代、堺には方面委員の先駆けとなる神南辺道心(僧侶)がいた。

2 水

2 水

2 水

3 木



観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」

2名
9:30
12:55

仁徳陵　履中陵ビュー　いたすけ　御廟山　博物館 樽野

大阪建設労働組合堺支部
主婦の会

17名
9:30

12:30
御廟山古墳　いたすけ　履中陵ビュー
日本庭園　仁徳陵

中西美

中部日本トラベル（株）
日本海コンサルタント

21名
13:15
15:30

仁徳陵　博物館VR　大仙公園内古墳
もず庵

竹原

観光コンベンション協会
ゆっくり古墳散策

2名
9:50
12:50

御廟山古墳　いたすけ　履中陵ビュー
仁徳陵 博物館VR

森口

山陽バス観光「トラストツアー歴代
１２４の天皇陵めぐり」

25名
9:50
16:⒛

展望ロビ-　反正陵　履中陵　博物館
仁徳陵　もず庵

安田　寺口

愛媛バス
「ときめきツアー１２１」

33名　
12:10
14:50

伸庵　博物館　大仙公園内古墳
履中陵ビュー仁徳陵

松本潤
藤井英

大阪金物団地協同組合 19名
9:30
15:⒛

仁徳陵　博物館　展望ロビ-　利晶の杜　伝産会館 木村義

観光コンベンション協会
もずバスA-00６

2名
13:00
16:00

開口神社　泉州庵　清学院　鉄砲鍛冶屋敷
清学院　伝産会館

岡本匡

阪急交通社
「7つの世界遺産」

30名
11:00
14:10

展望ロビ-　利晶の杜 柿澤

観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」

2名
9:40
13:30

仁徳陵　履中陵ビュー　いたすけ　御廟山　博物
館

藤井安

はんなん 6名
9:40
13:30

展望ロビ-　仁徳陵　利晶の杜
利休屋敷跡 かん袋　南宗寺

小川正

富山県福祉旅行センター
射水市大門民生委員児童委員

17名
13:45
16:00

展望ロビ-　仁徳陵　博物館 新井

大阪ユネスコ連絡協議会 42名
13:00
16:25

展望ロビ-　博物館　仁徳陵　いたすけ
履中陵ビュー　利晶の杜　水野鍛錬所　鉄砲館

野澤　小出
西岡英

富山県福祉旅行センター
射水市大門民生委員児童委員

17名
9:00
11:00

利晶の杜　水野鍛錬所 新井

4 金

2日目の利晶の杜では、「立花大亀と茶の湯」展をご覧になり、皆さん見入っておられました。お土産に芥子餅を小島屋さ
んにお連れし水野鍛錬所でも包丁や爪切りを買われていました。

ご年配の方が多く、長い道のりでしたのが、皆さん頑張って歩いて頂きました。
江久庵の茶室と博物館シアターの映像が印象に残ったそうです。

エネルギーを感じる企業の研修旅行でした。いい刺激を頂きました。

岐阜県からのお客様。ゆっくり歩かれ、古墳について熱心な方で、各古墳の案内にはメモを取られていました。

阪南高校OG親睦会の皆様でした。皆様堺に来た事はあるが、ガイドを聞きながら周るとこんなに奥の深い場所だったんだと
驚かされたとの事。もう一度来て見たいとの事。これからは、紅葉の日本庭園をPRさせて頂きました。

3班に分かれ、古墳グループ2班となな町のグループを案内。古墳めぐりは、マイクロバスを使い、堺旧市街は、阪堺電車と
タクシー移動でしたので、スムーズな移動が出来ました。

6

5 土
地元の人が大半で、散歩で良く歩いているそうですが、話を聞いたこれからは、「違った見方が出来るわ」と喜んで頂きま
した。

神奈川から来られて京都のお泊りになり、奈良や京都をまわり、大阪では百舌鳥古墳群を選んで来て下さいました。大きな古墳を見るのは初めてという事で、初歩的なことも含め百舌鳥古墳群の全体の特徴、各古墳の事など分かり

富山県から、2日に渡って堺に泊まられ案内しました。お客様は、毎年各地に出かけておられ、スムースに運びました。

東京から30名のお客様。別れ際に一人の男性が「堺が日本の国を動かしているといっても過言ではないな、あなたの強い堺
愛を感じたよ」と言って下さり空腹も疲れも吹き飛びました。

宇都宮市からのご夫婦をご案内しました。2泊3日で関西に来られ、最終日に堺市へ。街の中に沢山の古墳があり、造られて
から約1,600年経過した今も残っている事に驚かれていました。この地域は堺市の一部で西には、約450年前に繁栄した街が
あるので、再度来られることを約束してお別れしました。

１２４の天皇陵を巡るツアーで、今回は、堺の天皇三陵を参りしました。古墳時代に思いをはせて「来てよかった」と言っ
て頂き質問も多く熱心な方々でした。

愛媛を6時前に乗車した方もおられたそうでした。博物館では、シアターもご覧になり、大仙公園一周の古墳巡りコースを
廻られ、お土産の時間も取れて良かったと思います。

小5の娘さんに「わかりやすい説明だった」と言って頂いたことが嬉しかったです。博物館のシアターも見て頂くことができました。

岐阜からのお客様でした。楽しくおしゃべりしながらの案内に満足頂けたでしょうか。

日

7 月



ワールドツアーシステム
「空区明楽会」

23名
10:⒛
14:40

仁徳陵　展望ロビ-　利晶の杜　伝産会館 小川喜

有限会社　はまゆう観光 20名
9:30
16:00

鉄砲鍛冶屋敷　水野鍛錬所　利晶の杜
利休屋敷跡　仁徳陵　博物館VR

呉竹

村上邦忠様 2名
13:00
16:30

仁徳陵　博物館VR 御廟山　いたすけ
履中陵ビュー 展望ロビ-

土井

愛媛バス「ときめきツアー１２１」 35名
12:30
15:15

博物館　仁徳陵 川上由　浅倉

穴吹トラベル 22名
9:10

10:40
仁徳陵　履中陵ビュー 金谷

南和トラベル
「全青協近畿大阪大会」

40名
8:40
9:⒛

仁徳陵 辻　岡本匡

大阪ｼﾆｱ自然ｶﾚｯｼﾞ
20名

10:00
12:30

御廟山　いたすけ　履中陵ビュー
博物館 仁徳陵

國領　西岡英

佐保川倶楽部歩こう会 11名
9:30
12:30

水野鍛錬所　山口家　本願寺堺別院
妙國寺 展望ロビ-

森口

一般社団法人ＷＡＮＯＢＩ
和の美

8名
9:30
15:00

仁徳陵　博物館　大仙公園　利晶の杜 川上浩

観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」

4名
9:40
13:00

もず庵　仁徳陵　履中陵ビュー
いたすけ　御廟山　博物館

林茂

近畿日本ツーリスト関西京都支部
「退職互助組合東支部」

25名
10:00
16:00

仁徳陵　博物館　旧堺燈台・巨大壁画　利晶の杜
伝産会館　山口家　水野鍛錬所

長江　丸山

淡路市文化財保護審議会 12名
9:30
14:00

展望ロビ-　博物館　仁徳陵　交流会 川上浩

大阪トヨタ　　「百舌鳥周遊世界遺産
ウォ-キング」

13名
14:00
17:00

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　仁徳陵

西本　國領

まほろばエイト 18名
9:40
15:40

展望ロビ―　晶子生家跡　利晶の杜
伝産　妙國寺　本願寺　山口家
水野鍛錬所　鉄砲

矢木

火
広島から新幹線で来られ本日は、堺に泊まられる予定のご夫婦。歩くのが好きと言う事で少し多めの古墳めぐりをしまし
た。少しマニアックな話を聞いてもらいました。

解散後は、阿倍野ハルカスへ行かれるので、時間に気を使いました。

岸和田のはまゆう観光さん。今回が初めての堺。予定のお店が臨時休業だったり、ご主人が留守だったりしましたが、利休
屋敷跡や仁徳天皇陵古墳をご案内。250分の一のﾓﾆｭﾒﾝﾄや、VRツアーを満喫して頂きました。別れ際に「とっても良かっ
た。第2弾も募集しますと！

8 火

徳島からのツアーグループ。仁徳天皇陵古墳は、初めて。全体が見られないのが残念！　履中陵ﾋﾞｭｰｽﾎﾟｯﾄで内濠を見て、
堀幅が大きくビッグ！　雨が強くなり、早めにきりあげました。

早朝に愛媛県各地からバスで世界遺産を楽しみに来られた方々。高齢の方は、杖をつきながらややゆっくりでしたが、自分
の目で確かめると納得できると言い、質問も沢山ありました。

8

9 水
全国農業青年会のご一行。世界遺産登録の威力を大いに感じました。ただただ驚きの様子で、仁徳天皇陵古墳を眺めておら
れました。あっという間に終わったご案内でしたが。、お客様は喜んで頂けたと思います。この後、足早に大阪しにへ。

環境を勉強されている方々で、定期的に史跡なども訪問されているようです。何度か堺の大仙公園・呈茶などにこられているようですが、古墳をこれだけじっくり説明を受けながら巡るのは、初めてとか。博物館のシアターもスムーズに着て頂きました。

大和郡山在住の歩こう会の方々を案内しました。毎月の定例会の歩こう会で72～80才近くの健脚そろいでした。堺市は、お
気に入りの街で、前回の古墳散策に続き2度目との事でした。

芦屋近辺在住の諸国商社マンの奥様8名。片言の英語を交え、日本語得意の人の力を大きく借りながら古墳、そして日本ら
しさをアピール。食事がダシの材料まで気にする国の方もおられましたが、うどんがおいしいとの感想にホッとしました。
呈茶は、内容的に飲まない方もおられましたが、お点前は真剣に見られていました。

50数年来の学校の同級生が、九州・岐阜・神戸から堺に集合。爽やかな秋晴れの下、古墳巡りを楽しみました。古墳を見て
熱心熱心に質問され、移動時間は昔話に大盛り上がり。笑いの絶えない楽しいウォーキングでした。

10 木 京都から公立学校教員OBの皆様方、だけに、知識豊富！ハードスケジュールにもかかわらず、問答あり、笑いあり、旧堺燈
台～堺の心意気～博物館にも感心至極！！一方「江戸時代の経済復興は?糸割符貿易は？」等々、鋭い質問も…勉強になり
ました。

弥生時代の鉄器工房である五斗長垣内遺跡を史跡公園として新たな活用方法を思案としている淡路市役所の方々の研修に同
行。古墳のガイドﾄﾞをした後、地域の人との関わり方や活用団体の設立、来訪者の受け入れなどの課題については話合いま
した。

トヨタ・百舌鳥店企画のウォ―キング。高評価を得たそうです。古墳については、基礎的な簡単な話をしました。これが好
評で喜んで頂きました。皆様しっかり歩かれました。

奈良県老人大学の修了者同期の方々でかなり知的レベルの高いグループで水野鍛錬所で法隆寺の魔除け鎌を見た時には予想
通り興奮していました。楽しいウォ-キングツアーでした。



ツーリストジョイ「フラワー会」 6名
9:30
11:50

展望ロビ―　博物館　仁徳陵 牧

富士交通「四日市商工会議所
情報医療・福祉サービス部会」

17名
13:40
16:05

利晶の杜　展望ロビ―　仁徳陵
田辺
★和田

10 木
和歌山ツーリスト
有田退職教職員協議会

25名
13:00
15:15

展望ロビ―　博物館　仁徳陵 樽野

日本キャリー観光　「高槻市商工
会議所サービス業部会」

35名
9:40
17:00

仁徳陵　博物館　自転車博物館　南宗寺
展望ロビ―　山口家　鉄砲館　伝産会館

宮尾

相互タクシー 4名
10:15
12:00

薫主堂　清学院　鉄砲鍛冶屋敷
水野鍛錬所　山口家

宮尾

11 金
名鉄観光サービス姫路支店
「いちのみや社会大学岩見学園」

50名
10:00
16:00

仁徳陵　博物館　南宗寺　利晶の杜 辻中　西岡英

パナソニック
松愛会守口支部

17名
10:30
15:10

履中陵ビュー　博物館　仁徳陵　磐之媛碑
　反正陵　展望ロビ―

藤井安　柴田友

荒谷　育様 2名
9:30
13:00

仁徳陵　伸庵　博物館　日本庭園
自転車博物館

荻野

13 日 JR百舌鳥古墳群めぐり 10名
10:30
12:30

御廟山　いたすけ　履中陵　大仙公園
仁徳陵

金谷　西岡英

書友くらぶ大阪 7名
11:10
14:40

展望ロビ―　利晶の杜　利休屋敷跡
伝産会館

井藤

阪急交通社札幌支店26496 19名
14:20
16:00

仁徳陵　博物館 谷﨑

タビックスジャパン
「太良町建設業協会」

9名
9:30
12:00

展望ロビ―　博物館ＶＲ　仁徳陵 中西美

14 月
阪急交通社
「7つの世界遺産」

32名
11:40
14:10

展望ロビ―　利晶の杜 小出　石川幸

徳島県聴覚障碍者福祉協会 21名
10:30
12:00

仁徳陵　博物館 辻中　★岩本

７０才代の女性４名の同窓会。今は、九州、神戸、岐阜とバラバラになりましたが、全員初めての堺に興味があり、ここ堺
で集まり、今日３日目で最終日だそうです。　全員楽しそうで、買い物もいっぱいされ、それぞれの帰路に着かれました。

和歌山有田市からのお客様。お会いしたとたんにお話がはずみました。展望ロビ―から百舌鳥古墳群を見た後、堺市博物館
で古墳のお話。その後、拝所へ。大急ぎのご案内でしたが、熱心に聞いてくださいました。

楽しいグループで、しっかり説明を聞いていただき、質問もして下さいました。

名古屋から早朝出発の皆様。早めに到着で順調にガイドが進みました。四日市の行政担当者から、鋭い質問もいくつかあり
ました。「拝所前に賽銭箱がないのは何故？という質問もありましが。

流石に商工会議所関係者だけあって、お買い物には気を使って頂きました。訪問場所が多くありましたので、利晶の杜は、
キャンセルしました。

時間的には、余裕がなかったが、VR,博物館、南宗寺、呈茶、利休、晶子と盛り沢山の内容で喜んで頂けたと
思います。

元松下電器産業さんのOB会。毎月の様に出かけて勉強されている皆様でした。グループの雰囲気はとても明るく最後の展望
ロビ―では、お互いにクイズの出し合いをして楽しんでおられました。下見もしっかりされる熱心な皆さんでした。

北海道函館のお母様と横浜の娘様の仲の良い親子でした。前日に堺に宿泊。お二人とも堺は初めてで、百舌鳥古墳群が世界
遺産登録をしたので、来られたとおっしゃていました。この後、ミュシャ館へ行かれるそうで、展望ロビ―や利晶の杜、伝
産会館などをご紹介。堺にもう1泊し、次の日は、大阪市内に泊まる予定だそうです。

台風の翌日でしたが、各地から来られた方をご案内しました。駅で仁徳天皇陵古墳だけを見に来られた方2名も合流。古墳
カードを集めておられる女性と古市の古墳カードの情報を交換できました。

堺は初めての方が多く、展望から見る仁徳天皇陵古墳の大きさに感動！主菓子での薄茶一服でくつろぎ、茶の木の白い花を
初めて見たと興奮。書道クラブの方たちなので、利晶の杜の立花大亀特別展、与謝野晶子の御軸はしっかり鑑賞、とても充
実した半日でした。

今朝、札幌空港を発って関空へ。ようこそ堺へ。台風一過の木々の緑は冴え、冷涼な空気に身を任せながら、
仁徳天皇陵古墳などが美しいと感嘆の声しきりでした。

2泊3日の関西旅行。九州からのお客様。最終日に堺の古墳を見に来てくれました「ＶＲ体験は、良かった」との事です。台
風雨19号の心配もなく予定通り終了しました。

「堺の歴史は素晴らしい」もう一度ゆっくり来てみたいとの声がありました。

聴覚障がいの男性が「前方後円墳の形が見えないのは残念だけど、堺の思い出をしっかり覚えて帰ります」と手話でお話し
てくださいました。



観光コンベンション協会
もずバスA-003

6名
9:00
12:00

旧堺燈台と巨大壁画　仁徳陵　博物館ＶＲ 稲田

河野光男様 2名
10:00
13:00

仁徳陵　自転車博物館　日本庭園　履中ビュー
大仙公園内古墳　博物館

柴田友

14 月
観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」

2名
9:50
12:55

仁徳陵　履中陵ビュー　いたすけ　御廟山
博物館

柴田友

15 火
道新観光「歩いてめぐる世界遺産・
百舌鳥古墳群と明日香村」

13名
15:20
16:50

展望ロビ―　反正陵　方違神社 藤井安

さわやかツーリスト
「愛西市商工会食品会」

26名
11:15
15:10

展望ロビ―　仁徳陵　博物館　伝産会館 松浦　丸山

ワールドツアーシステム「太山寺・
学園老人クラブ連絡協議会」

５２名
10:00
14:30

仁徳陵　博物館　伝産会館　展望ロビー 矢木　寺口
石川幸

大阪友の会
野の花グループ

22名
10:00
16:30

仁徳陵　博物館VR　伸庵　南宗寺　妙國寺
伝産会館　展望ロビー

奥野

16 水 Anheitip 13名
10:00
16:00

堺能楽会館　阪堺線車庫　住吉大社 川上浩

ブルーム＆グロウ「芦屋市学士
会　第37回懐古考現の集い」

17名
10:30
16:40

展望ロビー　博物館　仁徳陵　南宗寺
利晶の杜

木村義
★石田和

道新観光「歩いてめぐる世界遺産・
百舌鳥古墳群と明日香村」

13名
8:50
16:10

御廟山　いたすけ　履中陵ビュー　博物館VR
仁徳陵　仁徳陵一周　もず庵

藤井安

甲良町商工会 21名
10:40
15:30

利晶の杜　展望ロビ―　博物館　仁徳陵
伝産会館

小出

17 木
株式会社旅工房国際旅行セク
ション「韓国青少年訪日団」

38名
14:00
15:00

利晶の杜　利休屋敷跡 永田　梁

ハマカントラベル
「南部民児協」

27名
10:00
12:10

展望ロビ―　仁徳陵　博物館　 土山　澤井

阪急交通社
「7つの世界遺産」

31名
11:00
13:30

展望ロビー　利晶の杜 木村義　中川辰

８８観光
「桜が丘会」

35名
11:00
16:20

仁徳陵　展望ロビー　利晶の杜　伝産会館 川上由

仁徳天皇陵古墳横の大学のＯＧの2人。当時は、勉強中心の生活で中央図書館しか記憶にないとこ事。履中陵のビュース
ポットではパッドでＶＲ画面画像を見て、360度ぐるぐると楽しんで頂きました。このＶＲ画面はリアリティーが有りとて
も好評でした。

神戸からのお客様で、展望ロビーから地元の表六甲の景色に声を上げて喜んでくれました。また、友達と堺へ来たいという
声も聞かれ、楽しいツアー案内でした。

北海道（札幌・帯広・釧路・旭川）からのお客様で、ホテル・アゴーラを連泊。2日に亘り百舌鳥古墳群巡りです。本日
は、3か所の古墳めぐりでしたが、明日の古墳めぐりを楽しみにしておられました。

信長ゆかりの地から来られたお客様。市内に信長生誕地の一つとされている勝幡城跡があるそうで、共通話題で盛り上がり
ました。堺の一日を満喫して頂けたようです。

福岡と札幌からと遠い所からお越しです。「勉強になるなぁ！」とか「行基さん堺の人？知らなかった」とおっしゃってい
ました。電車で帰る方がこの辺で堺のお土産を買える所がないかと聞かれました。髙島屋を紹介しましたが、観光土産の専
門店が欲しいですね。

大阪城内でボランティアガイドをされている方々。11月に世界遺産の古墳めぐりの研修したいとの事で下見に来られまし
た。3キロ、2時間程度のツアーで、80歳代の方もおられることからこの行程で良かったと印象を持たれました。

大阪府下各市からの皆さん。決行強行軍のガイドでしたが、大変楽しんで頂けたようで「事前の知識はあったが、実際に来
てみて良かった。また来たい」との声を頂きました。

近畿一円から、いつもの笑顔が集合。能楽会館では、舞と大澤館長の話を聞いた後、舞台や楽屋を見学。能面をつけて舞台
を歩く体験を楽しみました。阪堺線車庫での洗車体験もご厚意で特別実施。何にでも感動感激をする活き活きした皆様でし
た。

時間配分には充分に考慮されたスケジュールでしたが、高齢者には負担だったようです。
流石に旧帝大卒の方々で真面目に熱心に聞いて頂き、お楽しみいただけたように思います。

前日に続き本日は、一日百舌鳥古墳群めぐりをされました。堺にこれだけ多くの古墳があるのに感動され、且つ喜ばれまし
た。

会員の親睦会であり、気の良いお客様ですが、アルコールも入り、まとまりがありませんでしたが、伝統産業会館では、包
丁を含め、沢山のお土産を買って頂きました。

韓国の高校生たちは、やはり秀吉と利休の関係の話に関心を示していた。お点前は、楽しみながらも正座は辛そうでした
が、男子学生から「いい思い出になる」と言ってもらえ感激！

民生児童委員さん方だけあって勉強熱心。博物館のシアターが混んでいて視聴できなかったのは残念でした。

世界遺産を巡る2泊3日の旅の初日。東京から新幹線、バスを乗り継ぎ堺にお越し。世界遺産の古墳があり、千利休や与謝野
晶子の育った堺の街を堪能されていました。



JTBメディアリテーリング東北 8名
13:30
16:00

展望ロビー　仁徳陵　博物館 山端

17 木
近江トラベル(株）
栗東支部保護司会

21名
10:00
11:45

仁徳陵　伸庵　博物館 西本　濵田

阪急交通社メディアリテーリング
「ガイドさんと行く仁徳陵」

23名
9:30
13:00

長塚古墳　博物館VR　仁徳陵一周 川上浩

蓮池鶴夫様
(神奈川県から）

1名
13:50
16:50

利晶の杜　利休屋敷跡　晶子生家跡
開口神社　妙國寺　伝産会館

中西美

18 金 地場工業会ユニオンツアーズ 15名
13:50
15:05

博物館VR 寺口

大阪府立大学(41年卒）
わらべ会

7名
13:15
15:30

仁徳陵　古墳めぐり　反正陵　展望ロビー 矢木

蓮池鶴夫様 1名
13:00
16:30

仁徳陵　御廟山　いたすけ　公園内古墳
履中陵ビュー　博物館VR

澤井

立江歴史教室 24名
９:45
16:15

利晶の杜　伝産会館 小川正

碧南市役所　監査委員事務局 2名
13:30
16:30

仁徳陵　履中陵ビュー　大仙公園内古墳
博物館

浅川

19 土 オーシャンパシフィック 2名
9:30
13:00

みくにん広場　仁徳陵　履中陵ビュー
御廟山　いたすけ　博物館

中村博

近畿坂紹介 11名
10:00
15:50

仁徳陵東側　仁徳陵　履中陵ビュー
博物館　利晶の杜　伝産　妙國寺　展望

小出

松阪三友会 24名
10:00
16:20

展望ロビ―　伝産会館　利晶の杜　仁徳陵
博物館

長江

観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」

3名
9:50
12:55

もず庵　仁徳陵　履中陵ビュー　いたすけ
御廟山　博物館

竹原

読売旅行和歌山
「百舌鳥・古市古墳めぐり」

27名
9:50
12:15

仁徳陵　履中陵ビュー　履中陵一周
大仙公園内古墳　もず庵

辻　石川幸

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」

12名
9:15
12:30

仁徳陵東側　博物館ＶＲ　仁徳陵
仁徳陵西側　展望ロビ―

金谷

高校OBの親睦会、歩こう会。皆さん大変健脚で、行きたい所は全て網羅されており、熱心に聞いて、大変喜んで頂きまし
た。但し、天気予報が雨との事で参加者が半減したのは、残念でした。

お客様の時間の都合で博物館とVR体験の案内になりました。

徒歩距離は長めでしたが、皆さん元気に歩かれ、楽しいガイドが出来ました。

出発前に小雨がパラついていましたが、傘を差すことなく古墳めぐりが出来ました。健脚の方で案内に質問もあり、写真も
沢山撮られていました。最後に銭湯に入りたいとの希望があり湊塩湯を紹介しました。

ご高齢の団体で雨模様でしたので、極力歩く距離を少なくするように回りました。少しドタバタしましたが、
終了時間は予定通り。お帰りの車中での弁当やビンゴゲームも楽しみに元気にお帰りになりました。

泊まりがけで堺へ来られました。沢山写真を撮られていました。古墳だけでなく、堺の自治都市の話も聞かれました。次の
日の堺観光にお勧めの場所を紹介して、VR体験へ行かれました。

千葉県から来られた女性が、堺市の男性を案内。古墳をめぐり、堺観光を楽しまれました。2人とも健脚で「もっと速く歩
いてもいいですよ」と声を掛けられ、驚きました。

同じシリーズの3回目。そして今日がラストの仁徳天皇陵古墳満喫ツアー。VR+全バイチョウ+他の小古墳を巡りました仁徳
東側が単調で暑さひとしおですが、イヤホンマイクなので長い列になっての平気。

堺は初めてのようでしたが、色々調べていて質問も沢山ありました。堺は歩いてこその発見があり楽しんで頂きました。最
後に、堺に来たら植木鋏を買いたいとの事で伝産へ。お気に入りの鋏が見つかり購入されまた。

箕面市の町内会の皆様。仁徳天皇陵古墳ももちろんですが、千利休、与謝野晶子の話も大変熱心に聞いて頂けました。文化
財公開の話にも興味を示して頂き、リピートが楽しみです。

世界遺産の仁徳天皇陵古墳に来られました。テレビで見ているのと違い大きく迫力あり、良かったとの事です。

博物館では団体さんが多く、どの方が自分のお客様かわからない程でした。古墳や天皇に関する知識も有り、単語の意味や
読み方なども質問されました。

松阪から来られた金融機関OB。堺支店に勤務されていた方もいて、30年間の堺の発展に驚かれていました。ご一緒しても気
持ちの良いグループで、程よい知識と程よいユーモアがあふれ、世界文化遺産を楽しまれました。

神奈川・熊本から来られました。明日は、古市に行かれるとの事。いいコミュニケーションが出来ました。

雨予報で少し人数が減りました。実際には雨にも合わず、快適にまわりました。「堺ってとても面白くて歴史深い所です
ね。」と。すかさず、また来てくださいとお別れしました。



加古川東高等学校 4名
10:30
14:00

妙國寺　宝珠院　菅原神社　開口神社
利晶の杜　宿院頓宮　南宗寺

唄

20 日 史好会 8名
10:00
15:00

展望ロビ―　仁徳陵　博物館　履中陵
いたすけ古墳　御廟山古墳

瀬島

第33回堺新発見ツアー 8名
13:00
14:30

天誅組/堺事件碑　ルソン助左衛門像
旧堺燈台　龍神堂　市小学校前

弘瀬　中西美

JR東海ツアーズ「大阪百舌鳥・古市
古墳群と路面電車の旅」

35名
15:30
17:40

仁徳陵　博物館　展望ロビ― 橋本要　久野

自転車処　當真様 5名
9:00
12:00

反正陵　展望ロビ―　仁徳陵　履中陵ビュー

いたすけ　御廟山　二サンザイ
中村博

立命館大学友会千葉支部
(自転車ツアー）

4名
13:00
16:30

展望ロビ―　仁徳陵　履中陵ビュー
博物館　利休屋敷跡　利晶の杜

中村博

21 月
日本郵政組合退職者の会
（ＪＰ退職者の会）

16名
9:55
12:30

山口家　伝産会館　堺泉酒造 森口

（株）ネイブルツアー
（西脇保護司会）

20名
10:35
11:20

仁徳陵 若槻

福井　正洋様 1名
10:00
14:30

仁徳陵　履中陵ビュー　博物館ＶＲ
いたすけ　御廟山　二サンザイ

中村博

22 火
㈱三重トラベル
雲出市民センター

47名
13:50
15:15

もず庵　大仙公園内古墳　仁徳陵 野澤　澤井

グリーン２４ 15名
14:00
16:30

堺銀座　熊野小学校　大小路交差点
ザビエル公園　環濠　市小学校壁画　展望

川上浩　★近藤

豊鉄観光サービス
「ハニットツアー」 38名

10:30
13:20

南宗寺　仁徳陵　利休屋敷跡　利晶の杜 小出　上野

　タビックスジャパン広島支店
「仁徳陵と太陽の塔」 29名

15:00
16:30

展望ロビ―　仁徳陵 牧　小川正

23 水
１６０

名

観光から来られた70歳代の男性。アシスト自転車で12kmほど走り、巨大古墳に興味津々、古墳カレーを食べ、初めての堺観
光を楽しまれました。

午前中には、ガイド無しで、展望ロビ―、午後には利晶の杜に行かれ、その後の仁徳天皇陵古墳などにこられました。皆さ
んの第一声は、「想像していたより大きいですね。」という事で、熱心に聞いていただき楽しいガイドでした。

「国境を歩く」をテーマにご案内しました。

中西電機㈱
東武ﾄｯﾌﾟﾂｱｰ
　高松支店

中村博　金谷
辻　梶原　久野
谷﨑　川上由
岡本匡
浅倉　浅川

仁徳陵や古墳めぐりは初めてのお客様。ガイドの説明を聞き、古墳めぐりを堪能されました。全体が見れないのが残念！Ｖ
Ｒ体験では少し物足りない。また、訪れたいとの事でした。

50代の高校同期の同窓生4人組でした。神戸市や大阪市に在住。妙國寺で「堺事件」についてどなたも感多くの質問をうけ
ました。森鴎外の小説「堺事件」を熟読されたそうです。途上、八百源で肉桂餅をつまみ、南宗寺へ至る旧市に残る名跡め
ぐりをしました。解散後も市内に残るレンガ造りの建築物を訪ね歩くそうです。

お客様から「世界遺産の碑は、いつ、何処にできるのか。碑の前で記念撮影」の要望あり。博物館で「堺の文化財百舌鳥古
墳群」の冊子を購入。七観音山古墳の跡にできた展望台を七観音山古墳という表示あり。これは、古墳ではなく、展望台と
明記して欲しい。

堺まつり見学の前にちょっとまわり道をしました。パレードのクライマックスふとん太鼓の出番に間に合うように歩きました。

世界遺産の百舌鳥古市古墳群と路面電車のある町をめぐるツアーで来られました。古市古墳群を見られてから来られまし
た。非常に熱心に案内を聞いていただけました。

自転車店主主催のイベントのお手伝い。お店のご主人と常連さん4人の男性は、愛用の自転車で、初めての案内付きの古墳
巡りを楽しまれました。

私の母校の校友会千葉支部で講演して知り合い、リクエストに応じて古墳めぐりと堺の文化に触れて頂きました。初めての
堺を楽しまれていました。

会社のOb会の方々で堺の街歩きは3度目との事です。皆さん、酒豪の方が多く、堺泉酒造の見学を喜んでおられました。丁
度「山田錦」の新米が入庫し、仕込みが始まるとの事など、案内の方の説明を熱心に聞いておられました。

午後に泉南にある厚生施設、和泉学園を参観されるとの事で、皆さん、ネクタイにスーツ姿でした。
短い時間でしたが、歴史的遺産を楽しんでもらえたと思います。

三河の方が大勢来られました。南宗寺の家康伝説には、沢山の＜ガッテン＞を頂ました。又、仁徳天皇陵古墳の大きさに驚
きの様子でした。

広島から新幹線と観光バスで日帰り旅行。「堺の時間が少なすぎる！」という声を大にしてお客様に訴えました。「また来
るよ」と約束してくれたお客様ご沢山おられました。

仁徳陵
大仙公園内古墳

12:45
13:50



23 水 西方寺同行（宝島ツーリスト） 21名
10:00
15:15

仁徳陵　博物館ＶＲ　利晶の杜　展望ロビ― 奥野　箕野

ワールドツアーシステム
「桃山台クラブ」

41名
10:00
15:50

仁徳陵　妙國寺　清学院　薫主堂
鉄砲鍛冶屋敷　展望ロビ―　伝産会館

橋本要　石川幸

公益財団法人
大阪ユースホステル協会

９名
13:30
16:30

仁徳陵　博物館　伸庵　 柴田友

阪急交通社札幌支店
「近畿～北陸15景ワイド周遊」

31名
14:15
16:00

仁徳陵　大仙公園　展望ロビー 西川　西岡英

加納越バス「寿酒販」 18名
13:45
16:00

展望ロビー　博物館VR　仁徳陵　もず庵 藤井安

24 木
名鉄観光バス四日市支店
「東部ブロック連合自治会」

20名
13:00
14:45

展望ロビー　仁徳陵　伸庵 岡本匡

　阪急交通社
「７つの世界遺産」

39名
11:00
13:30

展望ロビー　利晶の杜 佐伯美　中西美

JTB岡山「びしん寿会」 79名
13:40
14:50

仁徳陵　博物館
小出　宮尾
森　久野

大阪トヨタ　　「百舌鳥周遊世界遺産
ウォ-キングツアー」

15名
14:00
17:10

ニサンザイ　百舌鳥八幡宮　御廟山
いたすけ　履中陵ビュー　博物館　仁徳陵

藤井安　石川幸

ミツワトラベル「箕面市婦人防火
クラブ連絡会」

26名
14:45
16:20

展望ロビー　仁徳陵 荻野

サンキュー観光「こふれ２１」 24名
10:20
12:20

仁徳陵　博物館　展望ロビー 土山

シティライントラベル北九州営業
所「仁徳陵と四天王寺」

36名
9:10
12:00

仁徳陵　伸庵　博物館　日本庭園 新井　浅川

ウェスティンホテル大阪
海老根雅樹様

3名
13:30
16:30

展望ロビー　仁徳陵　博物館　利晶の杜
利休屋敷跡

川上浩

阿波交通
「シルバー大学歴文クラブ」

84名
11:00
15:30

南宗寺　利休屋敷跡　利晶の杜
展望ロビー　伝産会館　仁徳陵

井藤

地域の防火の啓発活動をされている方々。雨の21階展望ロビーからの眺望が悪かったが、仁徳天皇陵古墳、
百舌鳥古墳群の説明を熱心に聞いて頂きました。拝所前では、21階ロビーから見るのとは違い迫力があると言っていまし
た。

3泊4日で近畿～北陸を巡る強行軍の旅。一番最初の訪問先であり、元気に興味深く古墳めぐりを楽しまれました。北海道の
方は、古墳が珍しく、じっくりと聞いてもらえました。

朝、高松から来られ、堺は、食事とここ仁徳天皇陵古墳とその周辺のあんないでした。バス5台から同時にお客様が降りて
来られ、ガイドする場所探しに困りました。古墳をメインに話をして、少し古墳の知識を得たとの事。短時間で簡潔なご案
内を楽しんでいただけたか？

奈良県内の起業家40～50代の男性ばかりのお客様。時間に余裕があったので博物館でシアターを視聴できました。

船旅で朝、南港から来られました。堺には初めての方々でした。古墳についての案内を熱心に聞いて頂き、質問も多くあり
ました。

タクシーで同行。アメリカ在住の男性と両親の3人連れ。古墳に関心を持たれ、感激ひとしおでした。

富山県高岡の酒販会社のお客様で、堺に到着時には大変ご機嫌でした。VR体験後に仁徳天皇陵古墳を案内したので「良く理
解出来た」と好評でした。

雨模様で市役所の展望ロビーからの視界が悪く残念でしたが、仁徳天皇陵古墳の大きさには驚嘆されていました。

関東方面からのお客様。朝はやくからの出発にもかかわらずお元気な方々。話を良く聞いて頂きました。
午後からは、和歌山方面へ行かれました。

仁徳天皇陵古墳の大きさ、素晴らしさを知って頂いたようです。

雨の中、元気に歩いて頂いた。陪冢に興味を持たれ質問が多くありました。

大勢の方々だったので、交代で案内しました。バスの中で堺の歴史もしっかり耳を傾けて下さいました。阿波の皆様は、三
好関連と古墳群に興味津々でした。

三重県津市から浄土宗のお寺の檀家の皆様。和気あいあいとされ、「詳しい説明をしてもらって良かった」と皆さま。利晶
の杜でお茶を飲まれる時間が出来て、皆さん喜んで頂けました。

お客様は、ツアーを楽しんでいるようでした。展望ロビーなどでは、他の団体と重なり込み合いました。

ユースホステル発祥の地であるドイツのユースホステル運営者のお客様6名を東京本部の方が主体となっての堺見学。ドイ
ツ語の通訳とし関東の女性がサポートされました。VRでは上空奈良の映像を楽しみ、伸庵では通訳によりお茶に関する細や
かな説明をしっかり受け楽しんで頂きました。すべてに興味を持っておられました。



25 金
名鉄観光サービス姫路支店
「高齢者大学江井島学級」

41名
12:40
16:30

博物館VR　水野鍛錬所　鉄砲鍛冶屋敷
薫主堂　利晶の杜

谷﨑　奥野

25 金 府民カレッジ富田林校 36名
10:00
14:30

仁徳陵　日本庭園　履中陵ビュー
博物館

小川喜　森口

ワールドツアーシステム
「乙木婦人会」

21名
10:45
15:40

仁徳陵　伸庵　展望ロビー　大寺餅
妙国寺　伝産会館

土井

堺市総務局人事部人事課 40名
10:00
12:40

利晶の杜　博物館VR　仁徳陵 小川正

津幡町区長会 33名
10:35
11:05

仁徳陵 柳　中川辰

大和高原交通
「都祁郷土会」

65名
9:40
16:00

展望ロビ―　仁徳陵　博物館　利晶の杜
伝産会館

矢木　濵田
山端　藤井安

堺コンベンション協会　「観光タクシーで
巡る百舌鳥古墳群3.5時間

2名
10:00
13:00

反正陵　仁徳陵　博物館　履中陵
いたすけ　御廟山　方違神社

井藤

26 土 大阪府建築士会 56名
8:00
17:00

仲哀陵　小室山　応神陵　誉田八幡宮
仁徳陵　もず庵　博物館　展望ロビー

川上浩
木村義

豊鉄観光サービス
「ハニットツアー」 35名

10:20
13:35

南宗寺　仁徳陵　利休屋敷跡 藤井英　若槻

堺観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会
「もずバスーＡ005」 8名

9:00
12:00

南宗寺　利晶の杜　展望ロビー 山田豊

スタジオジャスミン
（中井恵子・小倉里美) 8名

13:30
17:00

仁徳陵　博物館　南宗寺　山口家
利休屋敷跡　展望ロビ―

西井

徳バス観光サービス
「ガイドとめぐる百舌鳥古墳群」

17名
12:30
16:00

展望ロビ―　御廟山　いたすけ　履中陵ビュー
博物館　仁徳陵　もず庵

樽野

観光コンベンション協会
「ゆっくり古墳散策」

2名
9:50
12:55

もず庵　仁徳陵　履中陵ビュー　いたすけ
御廟山　博物館

中西美

27 日 JR百舌鳥古墳群めぐり 14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

澤井　樽野

東住吉　優青会 21名
0:20
10:00

仁徳陵　博物館 西川

歴史に興味を持って頂きコミュニケーションが上手くいきました。時間の制約があり、満足して頂けたか
心配もありましたが、笑顔でお別れしました。

3か所だけの案内でしたが、お客様堺の歴史に興味を持たれました。

今回で3度目の集まりでした。全員後期高齢者の皆さん。マイペースで市内観光に満喫して頂きました。

徳島から「今日は2時間しっかり歩く！」と覚悟されて来られました。博物館のシアターもご覧になれ、良く
歩き、熱心に案内を聞いていただきました。

東京から朝一番の新幹線で来堺の女性と昨日から大阪に来ていた女性。一度は，来て見たかった堺だそうです。広い公園の
中を気持ちよく歩き、古墳の大きさに感心され、色々質問もありました。

歩いていると汗ばむ陽気でしたが、皆さん楽しく古墳めぐりをされて、その後思い思いの場所に向かわれました

雨の為、市役所の展望ロビ―からの眺望はよくありませんでしたが、皆さん熱心に話を聞いて頂きました。
小雨の中でしたが、皆様と楽しく廻ることができました。

ﾀｸｼｰの運転手さんの巧みな道案内で、雨にも関わらず古墳間近まで行き、古墳めぐりを堪能しました。
履中天皇陵古墳の拝所まえでは、感激一入でした。

朝の早いツアーでしたが、お蔭で古市古墳群の一部を廻ることが出来ました。古市古墳群らしい良さにも気づ
ました。古い家屋の屋根の形状について深く話されていたお客様。さすが建築士だと感じました。

堺市を含む近隣からの方々で、校外学習の一環でご案内しました。日本庭園では雨にも拘らず新婚さんの前撮りにお会い出
来、皆さん祝福の拍手をおくられていました。

神戸市垂水区からこられた婦人会の皆様。仁徳天皇陵古墳の案内に皆様の地元にある五色塚古墳の話を交えて
説明し、良く理解して頂きました。

大都市人事担当課長の全国会議の二日目。締めくくりの堺観光という事で、短時間のガイドでした。拝所前では、土砂降り
に近い雨でしたが、さすがに人事課長さんの集団で一糸乱れぬ行動と真摯の聴衆ぶりには助かりました。

石川県津幡町から1泊2日の研修旅行で、2日目に仁徳陵を見学。生憎の雨の中でしたが、熱心に見学され、
興味を持って、質問もうけました。仁徳陵だけで堺を後にされたのが少し残念でした。

終日雨でしたので、最初は残念な様子でしたが、途中からは中身の濃いガイドで楽しかったと喜んで頂けました。



大阪質屋協同組合 43名
9:30
12:30

履中陵　履中陵ビュー　大仙公園内古墳
博物館　仁徳陵　仁徳陵西側

浅倉　西岡英

27 日
えすぽツーリストソリオ宝塚営業所
「ヒヨコ探検教室」

11名
13:30
17:15

利晶の杜　仁徳陵　博物館ＶＲ 森口　山端

冨士交通
「鵜の森2丁目自治会」

44名
10:15
10:45

展望ロビ― 石原緑　若槻

観光コンベンション協会
もずバスA-００３

7名
9:00
12:00

旧堺燈台と巨大壁画　仁徳陵　博物館ＶＲ 寺口

阪急交通社
「七つの世界遺産」

25名
11:40
14:10

展望ロビ―　利晶の杜 石川幸

ジェット観光
「三宝会」

20名
9:30
16:00

南宗寺　妙國寺　伝産会館　仁徳陵　博物館 小川正

株式会社ＪＴＢグローバルマーケ
ティング＆トラベル

16名
13:50
15:00

利晶の杜 高橋律

観光コンベンション協会
「もずバスA-004」

2名
13:00
16:00

南宗寺　伝産会館　清学院　鉄砲鍛冶屋敷　山口
家　仁徳陵　博物館

林茂

堺おおいずみロータリークラブ 6名
13:30
16:30

仁徳陵　南宗寺　伝産会館　妙國寺 西川

首藤浩子様 1名
11:20
15:20

御廟山　いたすけ　履中陵　履中陵ビュー
博物館　仁徳陵　もず庵

藤井安

アルピコ長野トラベル
「すてきらいふツアー」

10名
13:20
15:30

展望ロビ―　仁徳陵　博物館 浅川

28 月
アイツーリスト(兵庫）
「前田老人クラブ」

２２名
10:00
11:30

利晶の杜　仁徳陵 岡本匡

アルピコ長野トラベル
「すてきらいふツアー」

19名
13:30
15:30

仁徳陵　博物館VR　展望ロビー 箕野

29 火
特定非営利　活動法人
大阪府民ｶﾚｯｼﾞ堺東校

31名
13:30
15:30

妙國寺　本願寺酒井別院　月蔵寺
山口　鉄砲　清学院　薫主堂

西川　田辺

真田のふるさと上田市からのお客様。２泊３日の初日。大阪で食事の後、最初の訪問地堺に来られました。
堺に興味を持って頂き、古墳にも中世の堺の話にも耳を傾けて頂きました。明日は、姫路城兵枯れるそうです。

三木市の皆さん。予定より30分早く来られ、ゆったりと楽しい案内になりました。

博物館が休館日で残念でしたが、VR体験はとても喜んで頂けたようです。展望の景色も素晴らしく満足されたようです

午前中に伝産会館で刃物の勉強をされてから、旧市街の寺々やなな町を巡り昔の堺の風情を堪能して頂けました。

三宝校区の自治会長さんやＰＴＡ役員、校長先生などの親睦団体で、堺市外の名所を訪ねるのがお楽しみでしたが、世界遺
産が堺に生まれたので初めて堺をめぐることになったそうです。旧丸三楼の徳庵でたっぷり2時間の親睦の後も博物館でＶ
Ｒを見られ、目からうろこや！堺を見直した！との感想沿頂きました。

中国からのお客様。広州にある中学校の修学旅行。日本文化を少しでも知りたい様子でとても熱心に見学されていました。
茶室の床部分で、日本の美意識について不思議そうに、引率の先生は、千利休の子供、子孫など細かく質問されました。晶
子館では、短歌が31文字であること。日本語に漢字、平仮名、カタカナがある事に感心を示され、展示室に表示されている
文字を各自が指さしして楽しんでおられました。

小田原から3日間の予定で堺と高野山観光のご夫婦。ご主人は、歴史好き、奥様は茶道を嗜んでいるので堺は最適の場所で
した。

堺以南のロータリークラブの全体年次総会で集まった幹部の方々のご夫人の皆さんを案内しました。皆さんの希望を聞きな
がら行程を進め、堺を満喫して頂きました。

東京からのお客様。昨年は堺市中部を泊りがけで来堺。今回は、興味のある古墳めぐりを堪能されました。この後奈良へ。
来年も古市古墳群を含め堺に来られる予定だそうです。

東住吉からのお客様ですが、話を聞いたら宮崎からフェリーで帰って来られ、その足で仁徳陵へ。
皆さん、旅の疲れも見せず、熱心に古墳を見て楽しまれました。

大阪府下のお客様。堺の方も古市の方もおられました。サカイタケル君の説明で、作者の薮内さんと三国ヶ丘
高校の同級生だった女性もあられて「せんとくん」の話題もよくご存じでした。

仁徳天皇陵古墳拝所前でのＴＢＳテレビ世界遺産撮影とく、またとない光景を見くことが出来楽しんでいまし
た。番組のナレーションを務める「杏」さんにお会い出来皆さん喜んでおられました。

三重県四日市の方々。展望ロビ―の案内だけで、この後、神武天皇陵へ向かうとのことでした。

お客様の中に歩行困難なご高齢の方がおられ、博物館のＶＲ体験に遅れそうでしたので、博物館から車椅子を借りて間に合
いました。

1人で25人の案内は声が届くかと心配でしたが、皆さん良く聞いて頂き、分かって頂けたようなので、ホットしました。利
晶の杜の呈茶も美味しかったそうです。



名鉄観光サービス神戸支店
「須磨区遺族会」

19名
10:30
15:00

展望ロビー　仁徳陵　博物館　もず庵 松浦

29 火
　日の丸旅行
「総社旅の会」

24名
10:00
14:25

南宗寺　仁徳陵　博物館 土井

阪急交通社松山支店「５３５９正倉
院と仁徳陵、伊勢神宮」

30名
15:30
17:00

仁徳陵　展望ロビー 長江

アルピコ長野トラベル
「すてきらいふツアー」

17名
14:10
16:40

仁徳陵　博物館　展望ロビー 浅倉

マツダ７５同期会 5名
9:50
12:40

仁徳陵　伸庵　博物館VR　履中陵ビュー
自転車博物館

井藤

京都新聞旅行センター
「京都ＳＫＹセンター」

29名
10:10
12:30

仁徳陵　履中陵ビュー　大仙公園内古墳
展望ロビー

川上浩　浅川

30 水
神鉄観光本社営業所
「のじぎく会」

32名
10:00
16:00

展望ロビー　仁徳陵　利晶の杜
利休屋敷跡　伝産会館　妙國寺　江久庵

中村博

Ａｎｇｅｌｔｉｐ 21名
10:00
16:00

堺能楽会館　阪堺線車庫　住吉大社 川上浩

王寺観光ボランティアガイドの会 30名
10:30
13;00

御廟山　いたすけ　履中陵ビュー　博物館
仁徳陵

安田　荻野

ＧＨ２２元気会 20名
10:00
15:50

仁徳陵　履中陵ビュー　都市緑化センター
博物館　日本庭園　磐之媛歌碑

木村義　加藤

摂南大学　経済学部 31名
10:30
12:30

展望ロビー　伝産会館　菅原神社
開口神社　利晶の杜

國領　藤井英

大阪府高齢者大学
大阪の史跡探訪科

44名
9:45
15:30

展望ロビー　妙国寺　伝産会館　利晶の杜
仁徳陵東側　仁徳陵

川上由　唄
石川幸　浅川

アローズ
「リビングカルチャー倶楽部」

23名
10:25
12:00

博物館　仁徳陵 小出

びゅうトラベルサービス
「ジパング・大人の休日倶楽部」

14名
9:00
15:10

展望ロビー　仁徳陵　履中陵ビュー
利休屋敷跡　博物館VR　伸庵

宮尾

クラブツーリズム第２国内旅行セン
ター百舌鳥古市古墳群

26名
12:00
14:00

博物館　仁徳陵　いたすけ　ニサンザイ 森口

奈良の観光ボランティアの会。王子町と堺は、意外と繋がりがあり聖徳太子が創建の臨済宗の達磨寺や、太子の愛犬ゆき丸
君と古墳課長が交流したりまた、地理的にも大和川の上流域が、王子町です。

以前に百舌鳥野に住んでいた方がおられました。「ガイドを聞いてみると知らない事が多く百舌鳥野を再認識した。楽し
かった。」という感想が聞けました。

観光学ゼミの学生さんの学外研修としての堺の街歩きでした。皆さん、菅原神社と開口神社に大いに興味を示されました。
終始元気一杯で歩かれたのは、さすが若者だと羨ましく思いました。

下準備からしっかりされている方々でした。直前に古墳の講義を聞かれて、堺の旧市街が中心のガイドに古墳も追加になり
ました。堺に初めての方も多く、こんなに近いとは思わなかったと、またの堺訪問もお誘いしました。

堺には、歴史がいっぱい詰まっている、大変感動、質問もあり、熱心に話を聞いて頂きました。

大人の休日倶楽部で関東のあちこちから集まったお客様。堺が初めての方ばかりでした。古代では利休など深い歴史文化に
触れて、また堺に来ると約束されて、新幹線の向かわれました。

明るく元気なお客様。仁徳天皇陵古墳とVRをおおいに楽しんで下さいました。

長野県からのお客様。皆さん初めての堺に興味を持って頂きました。ただ、運転手さんが道を間違えて40分遅れたり、お見
送りの時に一人いないという事で館内放送をお願いし、待っている方にバスで堺の歴史などを簡単に話し、ご挨拶をして見
送りました。

仁徳天皇陵古墳の大きさに圧倒され、VR体験で確認。公園内古墳で美しさを認識、履中陵ビュースポットで納得。身に古墳
めぐりを楽しみました。

京都からシニア中心の大学授業の現地見学会で堺に来られました。普段は、座学が多く、歴史・文化など幅広く勉強されて
いるそうです。雨の古墳めぐりになりました。午後は、古市古墳群へ行かれるそうです。

兵庫県の公立校長先生の集まりでした。観光案内には知的好奇心が旺盛。個別に質問も多くありました。アナゴ料理、土産
の買い物、堺観光を楽しまれていました。

10月16日と同じコースの2回目。阪堺線車庫での洗車体験と住吉大社は、観光として素晴らしい。鳥居前で住吉の方と出会
い、「ここまで来てくれましたのか」と声をかけられました。黄色の制服は目立つ。

明るく元気なお客様。仁徳天皇陵古墳とVRをおおいに楽しんで下さいました。

到着が遅れ、時間巻きのガイドでした。せっかく世界遺産を見学に来られているので出来る限りの案内をこころがけました



31 木
JASSくらぶ
（日本セカンドライフ協会）

11名
12:45
16:00

博物館　仁徳陵　磐之媛歌碑　永山古墳
竹内/西高野街道分岐点　展望ロビー

西岡英

えすぽツーリストソリオ宝塚営業所
「伊丹市茶道協会・いけばな協会」

２１名
12:30
16:20

展望ロビー　仁徳陵　日本庭園　利晶の杜
利休屋敷跡

丸山　川上由

　阪急交通社
「７つの世界遺産」

34名
11:00
13:40

展望ロビー　利晶の杜 岡本匡　田辺

遊友会 14名
10:30
12:30

御廟山　いたすけ　博物館　仁徳陵 山田豊

神崎交通「妙法寺」 20名
14:30
16:30

仁徳陵　博物館　もず庵 橋本要

新日本旅行ノバティながの店
「友墨会」

11名
10:20
16:10

薫主堂　鉄砲鍛冶屋敷　山口家
展望ロビー　仁徳陵

加藤

奈良市
青山会

4名
10:00
12:30

孫大夫山古墳　博物館VR 藤井英

コール43同窓会 10名
9;30
16:00

展望ロビー　薫主堂　水野　妙國寺
伝産　利晶　南宗寺　仁徳陵

林茂

生徒 担当ガイド

10月4日　　登美丘南小学校 66名 新名　米里

　　　8日　　黒山小学校 57名 今村　小出

　　10日　　土師小学校 73名 新名　気谷

　　11日　　城山台小学校 55名 梶原　林徳

　　11日　　美原北小学校 89名 新名　古川

　　18日　　竹城台小学校 29名 廣永

　　24日　　光竜寺小学校 20名 上田

　　31日　　八田荘小学校 66名 杉本　福島

　　31日　　桃山台小学校 32名 杉本

★　１０月１日に榎小学校へ出前授業に行きました 担当：井藤　森

一言：

お習字の先生とお弟子さんのご一行でした。大変楽しくガイドをさせて頂きました。

皆さん古墳に興味があり、話が盛り上がりました。特に、VR,博物館では熱心にご覧になって頂きました。

　　　　　　　　10月度市役所展望ロビー社会見学

東京からのお客様で、堺市へも古墳を見るのも初めての方ばかりでした。古墳の名前は誰が付けた？何故ひらがな、カタカ
ナ、漢字の名前が有るの等質問があり、関心をお持ちの方が多かったです。

仁徳天皇陵古墳の西側を廻り、最終の市役所展望ロビーから３６０度の景色を案内させて頂きました。藤井寺の観光ボラン
ティアの方もおられ、長時間の歩きにありましたが、「案内をうけて分かりやすい」と、お褒めの言葉も頂きました。

「お茶とお花」のお客様だけに、少し緊張。伊丹には、日本酒発祥の地、昆陽池だけでなく、行基町まであるそうで、これ
で意気投合。「古墳建立の意義」「日本庭園のコンセプト」等、堺の街の魅力に感嘆して頂けたようです。

熊野三山と熊野古道めぐりのご一行。興味深く世界遺産と堺の街をご覧になり、ひと時を過ごされました。

古墳が初めてという方が多く、質問攻めにあいました。答えられる範囲の質問でホッとしました。

兵庫県神崎郡の妙法寺檀家の方で、ご住職が先導されました。妙國寺、本成寺等同じ宗派のお寺を回られた後、大仙へ。熱
心に聞いて頂きました。

昭和43年卒の大学のクラブ活動の同窓会。バスの中では昔話に花が咲き、とても賑やか。全員教員を勤め上げた方々で、案
内にも熱心に耳を傾けて頂き楽しいガイドでした。

榎小学校のの設立前には、榎の木が沢山自生していた野原だった事、もっと昔には古墳があったらしいこと等、子供た
ちに質問を交えながら話をしました。学校周辺の簡単な地図を黒板に貼り、近くにある向泉寺閼伽井跡、榎宝篋印塔、
旧天王貯水池等の写真を見せて話をしました。沢山の児童が手を挙げて前にでて指差したり、質問も沢山してくれて、
楽しい時間でした。


