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協会員の皆様、また日頃からお世話になって

おります関係各所の皆様、新年あけましておめ

でとうございます。新たな抱負や希望を持って

新年を迎えることができましたことに、感謝申

し上げます。 

2022年の干支は「壬寅（みずのえとら）」で、

東洋思想に依れば「新しく立ち上がること」や

「生まれたものが成長すること」と言われてい

ます。まさに協会の新年を後押ししてくれてい

るようです。協会全体で気持ちを新たにし新年

に立ち向かう覚悟です。 

2021年は、前年から継続したコロナ禍で長期

にわたり活動を休止しました。 

そのため 2019 年に世界文化遺産に登録され

た百舌鳥古墳群エリア、および市街地でも、緊

急事態宣言とまん延防止等重点措置期間中は観

光客が少なく、街中に活気が感じられない年と

なりました。私たち観光ボランティア協会の基

本理念である「観光を通じ、魅力ある“堺ブラン

ド”を創造・発信し、より魅力的で誇りを持てる

“まち”づくりに貢献する」が、十分発揮できず

ストレスが溜まる一年でした。協会もコロナ禍

で財政に痛手を被りましたが、対策の一つとし

て協会のオフィスを堺市総合福祉会館内へ移転

いたしました。 

 

しかしながら、充電中であった協会活動休止 

期間には、数々の新イベントを構築しておりま

す。例えば「堺新発見ツアー」ウォーク等の堺観

光モデルコースの拡充、また堺市南区、中区に

跨る「陶器の郷（すえきのさと）」を新たな観光

資源に育てるべくコース開発、さらに当協会が

総力をあげて取り組む“郷土の偉人千利休さん”

関連事業は令和 3 年度・堺市文化芸術応援補助

金対象事業に認定され、本年の本番に向けた「親

子で楽しく！夏休み 利休わくわく体験ツアー」

や「クイズに参加して利休さんを知ろう！」イ

ベントを開催し、2022年開催の「歴史小説家・

伊東潤氏講演」に弾みをつけました。 

 本年は活動費拡大のため上記を含め、ツアー

ガイドやイベント事業での財政の回復に努めま

す。併せて人権をテーマにした研修会は協会員

全員を対象に順次開催をしており 2021 年度中

に終了する段取りとなっています。ガイドの質

の向上が期待できます。協会員皆様のご協力い

ただきますようお願いいたします。 

最後になりますが、協会員の皆様、関係各団

体の皆様、そして皆様を支えて下さっておられ

るご家族皆様のご健勝と、ご活躍を祈念しまし

て、新年のご挨拶とさせて頂きます。 

           【理事長 山田豊秋】 
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≪堺文化財特別公開≫ 

環濠と貿易都市 堺を知ろう                【事務局 長江幸代】  

 

青空と白い木造洋式燈台がパンフレットのトップペー

ジを飾り、改めて旧堺燈台の美しさを実感された方も多い

と思います。令和 3年 12月 4日(土)・5日(日)「堺文化財

特別公開」が開催されました。(公社)堺観光コンベンショ

ン協会主催の企画は、まさに当協会でも「待ってました！」

という感じです。2019年秋以来の出番に、会員の笑顔が戻

ってきたようだ、と思ったのは私だけではないと思います。 

 

今回は、「環濠と貿易都市 堺を知ろう」とネーミングさ

れ、堺の茶人コース・ベイエリアコースに周遊バスが走り、

お客様の誘客に大いに力を発揮したようです。その中で、

開口神社、堺市茶室・黄梅庵、旧堺燈台、浜寺公園駅旧駅

舎の案内を当協会が担当しました。 

この度初めての試みだったことは、入会して 1年目 2年

目の会員 4名が責任者を務め、2日間の初リーダーシップ

を取ったことです。協会にとって、こんなに明るいニュー

スは久々です。また、経験浅いリーダーを支えるベテラン

顧問と、10数名の各公開箇所の担当者たちは、事前の準備

を含め精いっぱい協力し合い、情報共有しながらやり切っ

たのです。頼もしい会員たちが育っていました。見慣れた

黄色の制服がこれほどにも誇らしく見えたことはありま

せん。きっとこの経験は、他の会員にも引き継がれ、良い

流れができてくれると信じています。 

 

この度のイベントを 5 段階のアンケート方式に真似る

と、「たいへん良かった」「良かった」「ふつう」「少し残念」

「残念」というところでしょうか。協会事務局の立場で反

省点は多々あります。周知する段階でもっと力を注ぎ、協

会内に行き届いた説明や協力を要請する手段がぬけてい

たのではないか・・。いろいろ思うところキリはありませ

んが、私の甘～い性格で、「次の出番では必ずリベンジし

ます」という気持ちを込めて、「良かった」に〇をつけま

す。皆様、本当にありがとうございました。              

 

＊各開催場所の詳細は本号後半部分をご覧ください。 
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★ 2021 年度第 11 回理事会開催報告 

開催日時：2021年 12月 5日（日） 

開催場所：持ち回りで開催、電磁的方法により議事を進めました。 

審議の経過は以下の通り。 

【報告事項】 

1. 後援名義使用について              （事務局長藤井英樹） 

●趣旨及び経緯 

これまでの 4 年間の活動で、堺だけでなく、高知のご子孫の方々やフランス総

領事にもご臨席賜りました。各方面で大きな絆が芽生えて参りました。 

2022年 2月 23日（祝日）の第 5回国際理解講座は、「堺事件から 150年の時を

経て」と題して、初心に帰ってこの事件を見直し、その成果を皆様とともに考

えていきたい。 

●行事等の名称 

堺事件から 150年の時を経て 

“Regards croisés sur les 150 ans de l'Incident de Sakai＂ 

堺 事 件‐平和を築くための国際理解講座（第 5回） 

5ème édition du colloque international 

●開催日時：2022年 2月 23日 13：00～15：45 

場所：旧皇室勅願寺 本山 妙國寺 ＆ 宝珠院（土佐十一烈士墓） 

●参加対象者及び参加人数 

参加者：堺事件関係者及び一般市民並びに当会メンバー約 100名 

以上の内容を踏まえ、「堺事件を語り継ぐ会」より、第 5 回「堺事件―平和を築

くための国際理解講座」を開催するにあたり、後援名義の使用について承認申請

がありました。 

当協会は第 1回より後援しておりますので、後援名義の使用許可を認めていきま

す。後援にあたりましては、当協会の経費負担や役割分担もありませんので、当

協会の責任もありません。 

尚 堺市や堺観光コンベンション協会からも後援名義の使用許可を頂いておりま

す。 

全員の確認が取れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻頭言 山田理事長 新年の挨拶 Ｐ1 南宗寺、大鳥大社、そして堺環濠 Night Walk 15 

堺文化財特別公開 環濠と貿易都市堺を知ろう 2 『幻の陶器の里』を受講して 16 

事務局ニュース・インデックス(目次) 3 鉄砲鍛冶屋敷保存修理工事の報告を聞いて 16 

事業部ニュース・企画部ニュース 4 My 堺観光スポット(1)天野街道沿いの「黄金塚」 17 

総務部ニュース・広報部からのお願い 5 知って得する堺の偉人その 6 土井君雄 17 

ツアーガイド部ニュース 6 伸庵でタイトル戦があった 18 

定点ガイド部ニュース 9 「撮るさかい,見てある記」JA CROPこぼれ話(20) 18 

研修部ニュース・広報部ニュース 11 「千利休屋敷跡」初めてのガイドを経験した感想 19 

インフォメーション･ガイド便利 MEMO 12 山口家住宅研修報告 19 

堺文化財特別公開報告・環濠エリア 13 1月度月間予定表 20 

堺文化財特別公開報告・ベイエリア 14 2021年 11月度 活動実績と内容・編集後記 21 

事務局 ニュース 

☆ 1 月号 インデックス（目次） 
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☆ 大阪奈良歴史街道リレーウォーク 

 

第 6幕第 2回実行委員会は 11月 22 日（月）桜井市役所で開催されました。第

六幕を開催する為の新役員選出と各団体のイベント開催スケジュール調整を検

討致しました。堺観光ボランティア協会のイベントは 2022年 9 月 17日（土）

の実施予定が決まりました。タイトルは三好長慶生誕５百年記念ウォーク『三

好一族が天下に飛躍した都市(ﾏﾁ) 堺』で計画致します。 

 

★ 堺市留学生交流事業堺市文化施設等見学 

 

堺市国際部国際課の要請を受けて、12 月 11 日（土）午前中、堺市近郊の留学

生 20名限定で百舌鳥古墳群ビジターセンター・堺市博物館・仁徳天皇陵を案内

致しました。中国・ベトナム・ミャンマー・バングラディシュからの留学生で

有意義で楽しい時間を過ごして頂きました。 

皆様は午後も刃物工場見学・銘入れ体験を楽しまれました。後日主催者の堺市

留学生交流事業実行委員会の方から参加者のアンケート結果も好評で皆様大喜

びだったとお礼の連絡を頂きました。 

 

★ 「陶器の里」 勉強会開催 

 

企画部主催で 11 月 26 日（金）に『陶器の里 勉強会』を開催致しました。当

日参加頂いた方は午前 22 名・午後 20 名の協会メンバーと堺市役所・中区から

も出席を頂き熱気にあふれた勉強会になりました。実施状況については協会ニ

ュース 1月号に参加者からの投稿が掲載されています。 

1月 25日（火）に、当日参加された方を主体に「陶器の里」モニターガイドを

企画しています。 

 

 

 

 

☆ 山之口プラザ 

 

1月の仕事始めは 14日（金）からになります。 

13日（木）まではお休みですので、ご注意の程宜しくお願い致します。 

 

☆ 子ども堺学授業 

 

1月 21日（金）ＡＭ10：00より 光竜寺小学校にて、2クラス実施します。 

企画部 ニュース 

事業部 ニュース 
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★ 会員の状況 

 

<12月 25日現在 > 

正会員数 244名・賛助会員数 5名・総会員数 249名 

退会者：17期 新名忍様、21期 須佐美允胤様 

22期 溝登様、26期 辻川賢次様 

今期入会 28名・退会 19名 

 

☆ 新年互礼会を開催します 

 

1月 12日(火)14時から 福祉会館 6Fホールにて開催 

当日の参加は、平服に会員証着用とします。 

 

☆ オフィスクローズ 

 

1月 10日は「成人の日」で福祉会館休館につき、担当が転送電話受付業務を行い

ます。 

 

☆ 1 月から電子帳簿保存法が改定 

電子取引における請求・領収書等はプリントアウトせず電子ファイルのまま総務

へ提出してください。2年間の猶予期間が設けられるようですが詳細不明のため、

猶予とせず実行します。興味のある方は国税庁電子取引一問一答をご参照 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/index.htm 

 

 

 広報部からのお願い  

広報部では観ボラ協会員の皆様の投稿をお願いしております。 

協会ニュースをよりいっそう皆様のものにする為、皆様の堺への思い・

協会への思い・協会活動・ご自身のこと・ウンチク等、なんでも結構で

す。 

又、利休生誕 500年に関連して、「私と千利休」的なものも歓迎します。

現在、好評連載中の『知って得する堺の偉人』『My 堺観光スポット』に

もあなたのイチオシを！ 

我と思われる方は、広報部員までご相談をお寄せください。 

 

総務部 ニュース 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/index.htm
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★ 11 月度 ツアーガイド実施報告 
 

ガイド総数 44件、お客様 684名、担当ガイド 118名 

個々の内容については、本ニュースに同封の別冊「ツアーガイド実施報告

書」をご覧ください。 
 

☆ 1 月の堺自転車ツアー 

～堺の初詣ツアー～ 

1月 9日(日) 10時に堺駅観光案内所に集合 12時 30分 解散予定 

開口神社～船待神社～石津太神社～石津神社～百舌鳥八幡宮 

～方違神社～菅原神社～堺駅観光案内所 
 

☆ ツアーガイド部主催勉強会 
 

＊24期～29期生対象で、「ディープな堺勉強会」を行いました。 

12月 2日（木） 今井宗久が活躍した「五箇荘」をさぐる 

大和川堤浅香山掘削場所～新堀城跡～長尾街道～五箇荘

の名の由来説明板～金鳳別珍～今井橋 まで歩きました。 

10名参加 

12月 10日（金） 寺町再発見(妙國寺界隈) 

宝珠院～本受寺～善長寺～本願寺堺別院～覚応寺 

～十輪院～月蔵寺 まで歩きました。 

8名参加 

12月 13日（月） 竹内/西高野の各街道を歩き、仁徳陵への導入路を確認 

宝篋印塔～西高野/竹内街道分岐点～閼伽井 

～竹内街道看板～福王寺～芦ヶ池 

7名参加 

 

＊30期生対象で、2月 1日（火）阪堺電車勉強会を行います。 

諏訪ノ森旧駅舎や浜寺公園旧駅舎、南海本線連続立体交差事業・阪堺線対応

などの説明と座学で阪堺電車の基礎知識などを勉強します。 

 

 
ひといき休憩  

はしやすめ 

 

ズバリ、右はどこ？ 

ツアーガイド部 ニュース 
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★ 12 月 2日ディープな堺勉強会 

今井宗久の活躍した地「五箇荘を探る」に参加して      三宅 卓 

 

12 月 2 日(木)。雲一つない目映いばかりの好天の下、講師を含め 12 名で二時

間みっちりと、今は地名になく、一部施設の名称にその名を残すのみとなった「五

箇荘」という地域を楽しく歩いてきました。 

滅多に立ち入ることのない「JR

浅香駅」での集合でしたが、駅のす

ぐ北側の大和川堤上で「大和川千両

曲がり」と言い伝えられている付け

替え最難関地の逸話を、川面を流れ

る空気と供にお聞きし、まさに臨場

感たっぷりに大和川付け替えの大

変さを思いました。 

浅香山稲荷神社を経て、狭間川に 

沿い、さくら今池公園(織田信長の 

古戦場)、さらに長尾街道へと足を進めました。「五箇荘」という名の付く小学

校、地域会館を通り、日露戦争の収容所建物を見たり、講師の土井さん起草の

地域説明板に触れたりと、だんだんに地域に親しみを持って来るのも不思議で

した。 

その後、今はただ橋にその名を残す「花田」の地に屋敷もあったという今井宗

薫に思いを馳せ、「今井橋」と表示された小さな橋を渡りすぐの地下鉄「北花田駅」

まで行き、この価値ある二時間は幕を閉じました。 

 

★ 12 月 10 日ディープな堺勉強会 

寺町再発見に参加して                  久野 洋子 

 

ツアー最初の妙國寺は逸話の多い寺で、その一つに家康が堺から脱出する伊賀

越えがあります。堺から京へ帰る途中本能寺の変を知った家康が猛ダッシュで鈴

鹿山脈を越える話ですが、堺から伊勢の白子浜迄約 140キロ。齢 40を前にした家

康が山中馬も使えずどこをどう超えたのかは謎ですが、やはり興味をひきます。 

宝珠院での堺事件の 11人の切腹の詳細な話に、本受寺ではキリシタン発覚を恐

れキリシタン灯篭のマリア像の所迄土を被せて普通の灯篭を装ったとか。 

西ルイスの生家跡も近 

くにあります。 

三好と言えば長慶です

が、信長、秀吉、家康と

次々主を変え、戦国の世

を 96 才迄しぶとく生き

て世渡り上手と言われた

三好政勝も三好の一人。 

 〈本項、次ページへつづく〉

く〉 
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その善長寺でコースの半分。いったいどれだけ歴史上の有名人や事件と堺が関

わっているのか？ 

こんな町そうそうない、知れば知るほど面白いなと改めて感じたツアーは本願

寺堺別院、覚応寺、十輪院と回って月蔵寺で終了。お馴染みのコースですが、通

常の説明以外にも貴重なお話しやガイドをしてくださった野澤様ありがとうござ

いました。ガイドの引き出しがちょっぴり増えた楽しいツアーでした。 

 

 

★ 12 月 13 日ディープな堺勉強会 

「竹内・西高野街道を歩き、仁徳陵への導水路確認」に参加して 米里文良 

講師は木村義穂監査役で、堺東観光案内所をスタートし竹内・西高野街道を経

由して芦ケ池までの勉強会です。 

街道を巡るということで、その街道を行き交う人々の思いが伝わってくるよう

な木村さんの話が我々を引き付けます。旅人の道中無事を祈り、建立された榎宝

篋印塔。旧向泉寺・閼伽井跡では、その北側には向井神社、方違神社、境王子と

広大な寺社が連なり、大勢の人々が訪れていたと想像されます。 

黒土町福王寺跡は初めての見学で、本尊であった阿弥陀如来坐像は鎌倉時代の

作とされており、定朝様式の優れた仏像ですが、現在は奈良の秋篠寺の所蔵とな

っているそうです。 

街道の途中に

「もず八まん」の

標柱石があり、そ

の細くなった抜

け道を辿ると百

舌鳥八幡宮に向

かうことができ

ますが、今日は芦

ケ池に向かいま

す。芦ケ池は思っ

ていたよりも大

きな池で、たくさ

んのカモが水面

に漂っていまし

た。 

古代の人々が歩いてきた街道、その道筋を示す標柱石、これらを探しながら巡

るのも楽しく、興味を掻き立てられます。木村さんが、ガイドする上で注意して

欲しいと言われたのは、マニュアル以外で説明する場合は必ずエビデンスを確認

して欲しいという事でした。 

以上心得て今後の活動に活かしていきたいと思います。 
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☆ 連 絡 

 

１．堺伝統産業会館の拡張工事に伴う臨時休館は、12月 8日（水）～3月 24日（木）

です。また、オープン日は 3月 25日の予定です。 

２．21階展望ロビーの南側が、12月 11日（土）より一般開放されます。当協会

の配置は来年 1月から再開の予定です。再開に当たりまして、配置者は「ガイ

ドマニュアル」・「活動マニュアル」の再確認をお願いします。 

３. 清学院での案内時に座敷に上がって案内している人が見受けられる様です

が、「座敷に上がらず土間で案内する」事はコロナ感染予防対策として堺市から

の指示であり、協会の活動マニュアルにも記載されています。遵守願います。 

 

★ 12 月 14 日に全体会議を行いました 

 

下記は、各定点の 11月の「活動日誌」から抜粋したものを掲載しています。 

尚、「21階展望ロビー」と「堺伝統産業会館」は活動休止中です。 

 

Ａグループ（古川 邦敏） 

＊大仙エリア（担当：重永・福島） 

・天気も良く、11/19 の仁徳天皇陵古墳の発掘調査のニュースのおかげか来客が

多かったです。 

・横浜からの男女。ビジターセンターでの 8K空撮映像を見たが、音声説明がない

為、映像内容が良く理解出来なかったとの事。「画面の下の方、床面あたりに文

字で説明文が表示されます」とお伝えしました。 

・神奈川県からの男性 2人から仁徳天皇陵の御陵印について質問され、「羽曳野市

の応神天皇陵内の古市陵墓監区事務所で御陵印を頂く事が出来る事。但し印を

お借りして自分で印を押さなければならない事。また、土日祝日は職員が 1 人

の為対応可能な時間が限られるので、事前に連絡をいれてから訪問した方が良

い事」をお伝えしました。 

 

＊利晶の杜（担当：柳・小西） 

・地元のご夫妻は、オープンファクトリーで公開されている所は総て初めての所

なので、「このような企画はうれしい」と。 

・大阪市内の女性 5人。火縄銃を持っての写真撮影でとっても盛り上がりました。 

 

＊利休屋敷跡（担当：平野・伊藤） 

・静岡県の女性 2名。案内を聞いて千利休のことが良く理解出来た。「三千家の供

養塔が見たいので、コースを変更して南宗寺へ行きます」と言われました。 

・種子島からの男性 10人。堺市と種子島は友好都市の関係を結んでおり、堺市役

所の職員の方と一緒に来られた。千利休の切腹の話に興味を持たれた。 

 

定点ガイド部 ニュース 

〈本項、次ページへつづく〉

く〉 
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＊山口家住宅（担当：大北・南野） 

・大阪市内の男女 2名。男性の方は、建物に興味があり沢山の質問。写真を撮り

パネル等も熱心に見ておられました。「近くに古い建物ありますか？」との質

問もありました。入口横のスマートガイド映像解説をスマホで読み取り、「立

体的で面白い」と言っていました。 

・A中学校の生徒 100名。脱いだ靴をきちんと揃えて上がるマナーの良い生徒さ

んが多かったです。煙突の位置などの質問が学習ノートに書かれていたので、

その質問に答えながらのガイドでした。 

 

＊清学院（担当：辻・古川） 

・大学生まで堺に住んでいて、今は単身赴任で堺に戻ってきた男性。河口慧海を

知らないとの事なので、その偉大さを説明させてもらいました。 

・近くの幼稚園の女の子が一人で来場。来年は T小学校に入学するらしい。寺子

屋を見るのが好きとの事。孫のようで「カワイイ」。 

 

 

Ｂグループ（西岡 英彰） 

＊妙國寺（担当：小出・箕野・中辻） 

・堺市からのご夫妻。歴史好きの奥様と 70年ぶりに来観。「もう一度大蘇鉄を観

たかった」と。 

・堺事件に関係している西村左平次氏の末裔の方が、西村氏が切腹した場所を確

認に来られ、宝物室の三宝や遺髪もご覧になられた。 

・茨木市からの男性。関西文化の日で堺の観光地を廻っている。「色々な所でガ

イドを受けて有難い」と。 

 

＊南宗寺（担当：中西・大橋） 

・東京からのご夫妻。家康の墓があるとの事で来られ、家康伝説を説明すると、

「それは真実よ」との返答であった。 

・大阪市より女性 3名（母と娘 2人）。お母さんは昔南宗寺に来られていて、「家

康の墓がこんなに立派になっておりビックリした」と。 

・埼玉県からの中年夫妻。奥様は NHK「黄金の日日」（再放送）を見て、「堺へ行

ってみたい」と思われたと南宗寺に来られた。ご主人も歴史に興味をお持ちで

喜んで頂いた。 

 

＊自転車博物館（担当：溝・西岡） 

・川崎市からのご夫妻と息子さん。高校生の息子さんはドライジーネと献上自転

車を物珍しく見られていた。材料変化・デザイン変遷やコンピューター制御の

コンフォートバイクに感心していた。 

・京都からの単身赴任で来られている男性。「自転車の歴史が良くわかりました。

技術的発展の速さがすごい」と感心されていました。 
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★ ＪＡ「ＣＲＯＰ」関係 2021年 12月度活動 

編集会議：12/11 10:00～堺東 堺高島屋内 喫茶室 

 

☆ 『My 堺観光スポット』記事募集 

8月号から始まった、毎回違う作者が記事を書く『知って得する堺の偉人』シ

リーズも、好評を得ております。今月はカメラドイの社長、土井君雄氏を掲載

しております。 

この堺の人シリーズに続き、新年号からは堺の場所シリーズを『My 堺観光ス

ポット』と銘打って、スタートしました。特別有名ではないけれども、個人的

にちょっと気になり、皆さんにお伝えしたいような場所がありましたら、是非、

記事を書いてみて頂けないでしょうか。こちらも『知って得する堺の偉人』シ

リーズ同様 500文字以内でのご投稿をお願い致します。 

『My 堺観光スポット』、是非皆さんの記事をお待ちしております。（後半の 17

ページをご参照ください） 

 

☆ 堺文化財特別公開の写真 

12月 4日、5日に開催された、堺文化財特別公開の写真を当協会 HPの会員ペ

ージに載せます。年内には準備が整いますので、是非ともご覧ください。 

 

☆ 人権を含むマナー研修 

 

22期～27期対象の研修は 2022年 2月 22日（木）14時～堺市総合福祉会館大

研修室にて行います。大切な研修ですので必ずご参加ください。 

 

☆ 30 期生入会後研修 

 

2022年 2月 8日（水）、14日（月）、16日（水）には仁徳天皇陵古墳一周コ

ース、大仙公園内の古墳めぐりコースを予定。一連の研修は 3月の展望ロビー

からの東コースめぐり（方違神社、反正天皇陵古墳方面）、堺駅からの西コー

スめぐり（堺旧港、大浜公園方面）で終了となります。 

 

★ 全体研修会 

 

2021 年 11 月 29 日（月）14 時～堺市総合福祉会館大研修室にて「鉄砲鍛冶屋

敷保存修理工事の進捗状況について」を、堺市文化財課岡本茂さんからお話し

いただきました。活発に質問も出て充実した研修になりました。 

2023年度開設予定の鉄砲鍛冶屋敷ミュージアムは、鉄砲鍛冶屋敷井上関右衛門

家の最盛期のようすを復元するそうです。 

 

研修部 ニュース 

広報部 ニュース 



ＮＰＯ法人堺観光ボランティア協会ニュース２０２２年1月号 2021年（令和3年）12月25日発行(2956号) 

 

 
 

12 
 

  

 

 

 

☆ 各施設の 2022年 1月の休館日・休園日は以下の通りです。 

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

状況にご留意ください。 

・山口家住宅・清学院 
休館：毎週火曜日 
但し祝日の場合翌日休館 

4日・11日・18日・25日 休館 
年始休館 1月 3日まで 

・堺アルフォンス･ミュシャ館 
休館：毎週月曜日 

及び祝日の翌日 
11日・17日・24日・31日 休館 
年始休館 1月 4日まで 

・日本庭園 
休園：毎週月曜日 
但し祝日の場合翌日休園 

11日・17日・24日・31日 休園 
年始休園 1月 3日まで 

・市役所 21階展望ロビー 
無休、但し当面南側のみ解放 

8日は設備点検の為閉館 

・堺市博物館 休館：毎週月曜日 
但し祝日月曜日を除く 

17日・24日・31日 休館 
年始休館 1月 4日まで 

・堺市茶室 伸庵 休館：毎週月曜日 
但し祝日月曜日を除く 

17日・24日・31日 休館 
年始休館 1月 4日まで 

・みはら歴史博物館 休館：毎週月曜日 
但し祝日の場合翌日休館 

11日・17日・24日・31日 休館 
年始休館 1月 3日まで 

・自転車博物館 移転の為閉館、新自転車博物館は今春開館予定 

・フェニーチェ堺 休館：第 1･3月曜日 
但し祝日月曜日を除く 

17日休館 
年始休館 1月 3日まで 

・堺伝統産業会館 改装の為、3月 24日まで休館（3月 25日開館予定） 

・さかい利晶の杜 休館：第 3火曜日 
18日 休館(観光案内展示室のみ開館） 
年始休館 1月 3日まで 

 

 

☆ 語学同好会のご案内 

世界文化遺産“百舌鳥・古市古墳群”他、堺のことを直接自分の言葉で紹介できたら！ 

あなたのチャレンジ精神を発揮！ ご参加を募っています！ 

会の名称 開 催 日 開催時間 開 催 場 所 

・英会話サークル 1月 19日 (水) 14：00 
堺市多文化交流プラザ・さかい 
（堺市総合福祉会館 5階大会議室） 

・韓国語同好会 1月 6日 (木) 13：30 堺市多文化交流プラザ・さかい 
（堺市総合福祉会館 5階大会議室） 

・中国語同好会 1月 9日 (日) 14：00 Zoomオンライン会議 

※ 上記サークルに参加希望の当協会員は会場で直接申し込みください。 

※ ベテランの方も新入会の皆さんも、奮ってご参加ください！ 
 

《インフォメーション》 

《ガイド便利ＭＥＭＯ》 
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≪堺文化財特別公開報告・環濠エリア≫ 

「黄梅庵」の特別公開を担当して                 【黄梅庵 森継正彦】 

文化財特別公開のスタッフの経験は約 2年前の「清学

院」での半日・2回しかなく、事前準備等については全く

の素人のところ、エリア担当の福井理事、顧問の細谷さ

んのご指導、および 9名のガイドの皆さんのご協力にて

無事 2日間の公開を終えることができました。関係の皆

様ありがとうございました。 

さて、ご来場いただいた数多くのお客様の中で、印象

に残っているグループが二つあります。一つは、目の不

自由な方のグループ、黄梅庵の庭園は「飛石」が数多くあります、つまずかずに歩くのも難しいとこ

ろですが、サポートの方のナビゲーションで難なく移動され、私の拙い案内を熱心にお聞きいただき

ました。もう一つは、車椅子の方を伴ったグループです。黄梅庵の庭園、車椅子を押せないことはあ

りませんがかなり難しいです。介助の方に通路の状況を確認いただいたところ「乗車者」に不安を与

えるので、車いすでの通行は断念しますとのこと。折角来場いただいたので、庭園を巡回しながらす

るご案内を入口のところで心をこめて案内させていただきました。 

不慣れな運営ながらも無事故にて公開を終えることができホットしているところです。今回の貴重

な経験を今後にいかしたいと思っています。 

 

 

「大寺さん」を伝える                    【開口神社 伊庭康行】 

「間口も広く、奥行きもある」。何を伝えるか？愛称は神

社なのに「大寺さん」。行基が建立したお寺に由来するが、

中世以来、人々が集う場所として繁昌し、堺の教育、文化

の発祥の地でもあり、今も祭礼や各種供養祭が行われ、市

民の暮らしの中に根付いている。この歴史を、当時の写真

や伝承などの資料を元に、往時の姿を伝え案内することに

した。 

資料集めはベテランの方々の力も借りて、全員で分担し

て行い、三重塔や西向きの本殿、奉納灯籠、塔頭、茶室など。史実に迫るべく資料発掘に努めた。 

巡回バスからのツアー客が少なく、見学者の多くは山之口商店街からの呼び込みや一般参拝者の勧

誘で行った。ポイントは、普段は見れない茶室「無礙庵」の公開で、クイズ形式で行い、「こんな所に

茶室が？」から「間取りは？」など関心を集めた。境内ツアーでは「（歴史）初めて知った！」などの

反応が多かった。尚、沙界妖怪芸術祭との同時開催は、入り混じることなく良い雰囲気だった。また、

無礙庵は、有形文化財として丁寧な扱いに心がけ、無事終えることが出来た。 

最後に、期を超えたチームとしての支えや先輩諸氏からの資料提供やご教示をもらえたことは幸せ

であり、何より励みになった。お礼申し上げます。 
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≪堺文化財特別公開報告・ベイエリア≫ 

燈台の中に入って、みんな笑顔                 【旧堺燈台 古川邦敏】 

某会員「古川さん、自分から旧堺燈台をやるって言った

の？ 寒いのに」 

私「堺に 30年住んでるけど、堺の港に初めて来たのが 3

年前、観ボラの入会研修だったんです。その時の感動を今

も覚えています。その感動を皆さんに伝えたいんです。」 

そんな理由もあって、私が作ったガイドマニュアルは、

詳細なものは避けて簡潔になりました。お客様が、海を見

て燈台を見て感動するお手伝いに、ほんの少しの言葉（案

内）を添える、そんなガイドをしたい。燈台や港の情報は本でもネットでも調べることができますが、

燈台の中に入った喜び、海の風、匂いは、ここに来ないと感じることができません。実際始まって、

燈台に入る時のお客様も出る時のお客様も、皆さんとっても明るい笑顔でした。 

 さて、経験も能力も未熟な私を指導し、また一緒にガイドしてくれた方々、マニュアル作成に情報

を寄せてくれた方々、皆さんに感謝しています。自分が頑張ってやっていれば必ず応援してくれる人

が出てくる、そんな人の暖かさを実感しながら文化財特別公開に関わることができました。有難うご

ざいました。  

 

 

浜寺公園駅駅舎は、思い出の場所             【浜寺公園駅駅舎 和田千香】 

 

114年前（明治 40年）に生まれた浜寺公園駅駅舎は、民

営鉄道で現存する最古の駅舎です。コンコースでお客様に

「入って左側が切符売り場でした」と、ご案内すると「そう

そう、海水浴に行く時はいつもここで切符買ってたわ」と

のこと。横にいた女性は、「私は浜水(ハマスイ)へここから

毎週通ってたわ」と懐かしそうに話してくれました。また、

右側のギャラリーでは、小さい子供 2 人とお父さんが熱心

に展示されている写真に見入っておられました。暖炉やシ

ャンデリアも当時のものだとご説明すると、何枚も写真を

撮っておられました。テレビで浜寺公園駅駅舎を見て、鉄道と古い駅舎好きの長男にせがまれて来た

とのこと。 

今回、堺文化財特別公開でチームリーダという貴重な体験をさせて頂きました。頂いた資料を読ん

だのですが、分からないことも多く困っていました。そんな時、南海電鉄の堺工事事務所の方が浜寺

公園駅駅舎の歴史や曳家などについて詳しく教えて下さいました。また「浜寺公園駅舎保存活用の会」

の理事長は、次々と湧き出てくる質問に丁寧に答えて下さいました。経験も少なく頼りない私でした

が事務局の皆さん、浜寺公園駅舎チームの顧問とメンバー、そして協会員の皆様方が温かく広いお心

で対応して下さったことに、大変感謝しております。 
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南宗寺、大鳥大社、そして堺環濠 Night Walk          【川上由 八木さおり】 

 

 大鳥大社、南宗寺も今回は周遊バスの停車箇所にな

りました。 

 大鳥大社では権禰宜さんによる境内ツアーが開催

され、朝からたくさんの方が参拝に訪れて権禰宜さん

の話を聞かれていました。 

 南宗寺も特に午後からは多くの人で賑わい、配置に

付いたメンバーも大忙しの二日間でした。  

そして今回は、「環濠 Night Walk」がザビエル公園と周りの内

川を中心に開催されました。内川の両岸はライトアップで飾ら

れ、一晩限りでしたが公園前の桟橋からはナイトクルーズが出

航し、夜の環濠を盛り上げ、ザビエル公園では布団太鼓も登場

し、久しぶりの布団太鼓にお客様は大喜びでした。この内川のラ

イトアップは 1月 15日まで見ることができます。 

 

 

 

今回の文化財特別公開は下記のメンバーが主体となって案内し開催されました。事務局、各責任者、

顧問、担当者の連携で滞りなく進行しました。関係者の皆様、本当にお疲れ様でした。 

 

堺文化財特別公開 環濠と貿易都市堺を知ろう（責任者及び担当者） 

全体責任者   山田理事長 

統括責任者   藤井事務局長 

総務責任者   加口総務部長 

エリア担当   環濠と古墳エリア 福井理事   ベイエリア 長江副理事長 

顧問       環濠と古墳エリア 開口神社 加藤(23)  黄梅庵 細谷(18)   

ベイエリア    旧堺燈台 奥野(19)  旧浜寺公園駅舎 森口(17) 

スポット責任者 環濠と古墳エリア 開口神社 伊庭(29)  黄梅庵 森継(28)   

ベイエリア    旧堺燈台 古川(28)  旧浜寺公園駅舎 和田(28) 

担当者     開口神社      柳田(24) 梶原(24) 若槻(26) 富永(29) 荒田(29)  

友野(29) 三宅(29) 安齋(29) 中川直(29)  葉井(30) 

                黄梅庵       小寺(13) 西井(13) 西川(16)  平木(19)  唄(21)  

小西正(23)  杉本（24） 久野(26) 原田(30) 

         旧堺燈台      辻(11) 梅影(11) 荻野(19) 高橋律(19) 丸山(21)  

田辺(23) 柳(23) 平野(24) 太田(30) 谷口豊(30) 

        旧浜寺公園駅舎   川辺(12) 北野(16) 永澤(17) 小出(20) 大橋(21) 

                 柴田(24) 川崎（28）鶴身(30) 
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『幻の陶器の郷』を受講して                                【杉本 信子】      

 

 11 月 26 日、『幻の陶器（すえき）の郷（さと）』～陶邑（すえむら）から陶器荘（とうきしょう）

へ～と題した企画部主催の勉強会が福祉会館であり、私も受講しました。 

講師は、観ボラ会員の小川正夫氏です。 

小川氏の話は、陶器とは何かから始まり、陶邑（遺跡群・窯跡群・集落群・古墳群）と古代を一巡。

現存する陶・荒田神社、高倉寺（宝積院）へと繋がります。宝積院の墓地に眠る江戸時代陶器藩藩主・

小出氏の系図、陶器藩陣屋の場所の謎解き、堺市博物館に展示されている「兒山銀行」の扁額の主で

ある兒山家の話等、中世・近世へと移ります。これらの観光スポットを巡るガイドコース案も詳しく

説明して頂きました。 

最後に、六古窯（備前・常滑・瀬戸・越前・丹波立杭・信楽）は日本遺産に登

録されているが、これらの焼き物のルーツとなる陶器（須恵器）はどうか？日本

遺産は世界遺産と異なり、地域活性化が目的であり、ストーリーが興味深いこと

が認定対象である。日本遺産を活用できていない地域が多くあり、登録取消の可

能性が大きい。新たな日本遺産登録のチャンスも大きい。（堺市の登録推進への

取り組み・地域の歴史愛好者団体との連携は必須） 

南区・中区にまたがる壮大な魅力溢れる有形・無形の文化財を、私たち観ボラ

会員がご案内しませんか！3～４年以上かかるかも分からないが、日本遺産登録

目指して活動しましょう！          

 

鉄砲鍛冶屋敷保存修理工事の報告を聞いて               【古川 邦敏】 

11 月 29 日、堺市文化財課の岡本茂

様を講師にお招きして、井上家当主 井

上修一様、当主弟 井上俊二様ご臨席の

もと、堺市総合福祉会館で研修会が開

催されました。まず、鍛冶屋敷の歴史

と各建物の「工事方法と進捗状況」に

ついて映像を見ながら、難しい保存工事の一端をお聞きし、また、復元する姿は、井上家が鉄砲鍛冶

として最も栄えた時代に再現するという方針も知ることができました。 

井上俊二様からのお話では、井上家が堺に来たのは元和の町割り後で、当初１軒の住宅に住み始め、

その後、事業の拡大に伴い新築ではなく隣の家を購入して繋ぎ合わせて使用しており、間にある壁を

取り外し、柱を切って梁を入れ、開口を作って広くしたことが文化財課の調査によって判明したそう

です。買増し建物故に、生活上の不便さが当たり前だと思って住んでいたという井上様の懐かしい苦

労話が、我々には逆に新鮮に感じられたのです。 

また、清学院横の空地が、図面から元は「鍛冶場」で「炉」の場所が特定され、発掘調査により確

認されました。岡本様から、この鍛冶場を再現して皆さんが見える形にする計画があることを突然発

表されました。この発表には驚きました。早く見たいし待ち遠しいです。  

須恵器に花を盛る 
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≪My 観光スポット series1≫ 

天野街道沿いの「黄金塚（こがねづか）」                【槇 静一】 

堺市南区の天野街道は、西高野街道から堺市岩室（今熊）で分岐し「女人高野」と言われる天野山

金剛寺までの信仰の道だ。泉北ＮＴと狭山ＮＴの間を南北に縦走する自然豊かな尾根道でウォーキン

グコースとして多くの人が利用している。天野街道沿いには弘法大師（空海）にまつわる伝説が数多

くある。その中のひとつに「黄金塚」がある。 

槇塚台の街びらきは昭和 47年 4月で、「まきづか」の地名はもともとあった通称で、槇の木が多か

ったことと、陶器山七不思議の一つ「黄金塚（こがねづか）」にちなんで付けられた。 

槇塚台小学校の「校章のいわれ」には「槇塚（1丁 10番）の小高

い丘の上に黄金が埋められており、夜になると光を放って、浜寺・

石津の沖を行く船の道標となり黄金塚と言い伝えられた。後にこの

地に宝篋印塔が建てられ、経巻（きょうかん）とも呼ばれるように

なりました」と紹介されている。この経巻を埋めたのが弘法大師で、

お経の巻物から「巻（まき）塚」となったと言われている。              

泉北は丘陵地帯で、竹城台にある小谷城は千早城の南朝方から浜

の寺（浜寺、高石にあった浄土宗大雄寺）に連絡をするための「狼

煙火」の中継地として重要な役割を果たしていた。   

 

 

≪知って得する堺の偉人 その 6≫ 

カメラのドイ 土井君雄                       【北野 しどり】 

土井君雄（1926年-1990年）日本の実業家。ドイ（カメラのド

イ）創業者。広島県広島市出身。 

妻の郷里・福岡県で土井商店として独立した時は、問屋から製

品を仕入、小売店に納入する二次卸だったが、社名を「ドイ」と

変更し小売部門に進出。流通経路がメーカー直結の問屋であった

時代、顧客獲得に苦戦するが、写真館や DPE店、土産物屋へのダ

イレクトメール作戦、ラジオ CМ起用が功をなし、東京に進出。

ピーク時には約 130店舗を展開し、カメラの専門店チェーンとし

て日本で第 3位となり、売上 346億円に達した。もったいないが口ぐせで付き合いなどにはお金を使

わず創業者として得た富で好きな洋画と自動車を収集。特にアルフォンス・ミュシャと BMWの世界的

なコレクターであった。1989年、チェコ文化功労最高勲章が授与されている。90年に急逝した後、夫

人の満里恵さんから新婚時代を堺の浜寺で過ごしたよい思い出の地である堺市にどちらも寄贈され、

現在ミュシャ作品は「ドイ・コレクション」として堺アルフォンス・ミュシャ館で公開されている。

また約 50台の「ドイ BMWコレクション」も財団法人堺文化振興財団の手によって保存されている。名

前をもじり「ドケチ」ともいわれたが、素晴らしいコレクションが残り、お金は使い方が大事という

ことを伝えてくれた人物だ。 

黄金塚と須恵器窯跡 

ミュシャの息子さんイジー・ムハ

氏と土居君雄さん 

土居君雄さんが開催したミュシャ

展会場で １９８３年頃（６８才） 
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伸庵でタイトル戦があった                       【野澤 昭一】 

「伸庵でタイトル戦があったのを知ってる？」と、新し

い会員の何人かの人に聞いても、大方の人は知らないとの

返事でした。 

私たちは資料を持ち知っていて当たり前ですが、後の

人々に伝わっていなければ知らなくて当然かと思います

し、少々後ろめたい気もします。 

第一回開催 堺市茶室伸庵 平成 9 年(1997)4 月 10 日

11日 名人戦第一局。羽生善治(当時名人)対谷川浩司(当

時竜王)でタイトル戦が開催されました。結果は谷川さんが 99 手で勝ち、以後は東京・愛知・長崎・

北海道・群馬と転戦して 4対 2で谷川さんが勝ち、通算５期の名人位で永世名人になり、そのさきが

けが伸庵の勝利でした。このタイトル戦開催は、堺出身坂田三吉を偲ぶ坂田三吉杯将棋大会第 10回開

催の記念行事として開催されたものでした。堺で初めてのタイトル戦であり、とても盛況だったと聞

いています。 

第二回開催 堺市茶室伸庵  平成 20年(2008)4月 22日 23日 名人戦第 2局森内名人(当時)対羽

生善治の第 2局。森内名人勝ち。以後 4対 2で羽生さん名人になる。昨今、若年の藤井竜王が大活躍

して将棋界が盛況で話題性も豊富です。 

堺も古墳群が世界遺産となり周辺が観光で賑やかです。近くに茶室伸庵・黄梅庵がありますが、お

茶の話と共に、将棋のタイトル戦も交えたら如何でしょうか。（関西将棋連盟・日本将棋連盟より） 

 

 

「撮るさかい、見てある記」（JA 月間情報誌「CROP」）こぼれ話（その 20）  【土山 裕美】 

 私の「推し」里程石(りていいし) 

会員の皆様ならよくご存知（30期生は未研修）の堺区榎元町に建つ「十三里石」。西高野街道の起

点である大小路と高野山女人堂を結ぶ道中に、ほぼ一里間隔で建てられた里程石の一つです。側面に

は「安政四年」の刻字が。なんと 160 年以上も風雨にさらされながら同じ場所で佇む石。その表面は

茶色く、縦じわのような筋が何本もついています（明日のわが身のよう・・）。

初めて出会った時には愛おしささえ感じて思わず撫でてしまいました。傍

らのお地蔵さんにも合掌。ずっと見守ってくれているのですね。 

茱萸木村(くみのきむら、現大阪狭山市)の農民、小左衛門と五兵衛が発

起人となり寄付を募り、わずか 8ヶ月あまりで建立したとのこと。彼らの

熱い志に胸打たれます。里程石は設置された 13 基すべてが現存している

ことにも驚きです。（市内では東区関茶屋に十二里石） 

 すぐ西には市役所庁舎がそびえる住宅地の中で十三里石だけが時が止ま

ったかのよう。 

周辺には榎宝篋印塔や向泉寺閼伽井跡などおなじみの歴史スポットがあ

ります。しばらくご無沙汰してるなあと思われる方、お正月休みに近場でタ

イムトリップしてみませんか。 

堺区榎元町(2018年 8 月号掲載より）  

お地蔵さんの横の 

十三里石 
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「千利休屋敷跡」で入会後、初めてのガイドを経験した感想       【阿部 実】 

 

令和 3年 6月に 30期生として入会させていただきましたが、コロ

ナ禍で入会後研修が大幅に遅れ 10 月から研修済みの大仙エリアで

初めてガイドを務めさせていただきました。その後、11 月 12 日に

は初めて「千利休屋敷跡」のガイドに 1 名配置のところを配慮して

いただき先輩と 2 名配置となりました。そのお蔭でお客様に先輩が

説明されているところをじっくり勉強させていただきました。新米

の私は当日、お客様 7 名の方に説明する機会を与えられ、ガイドマ

ニュアルで必死に覚えた「石碑」「椿井と屋形」の説明をしました。

しかし、お客様の前では即、言葉として出ない部分等が多々ありま

した。正直に言いますと頭の中に入れてると思っていたことが実は入ってなかったということでした。

ただそういう中でも、お客様からクレームがなかった？ことが幸いでした。何事も経験をして失敗し

た部分は勉強だと前向きに捉え、次は失敗しないようにしたいと思っています。来年は「千利休生誕

500 年」という記念すべき年であり、千利休についての知識を今以上に極めてお客様に余裕をもった

ガイドを行い、お客様に喜んでいただくということが私の目標です。 今後も「真心のこもったおも

てなし」「堺ファンの拡大」を目指して観光ガイド活動等に頑張りたいと思います。先輩の皆様には大

変お世話になりますが暖かいご指導宜しくお願い致します。 

 

 

山口家住宅研修報告                         【西本 雅昭】 

 

当初、9月予定の 30期定点実地研修がコロナ禍の影響で

3ヶ月遅れになりましたが 12月に終える事が出来ました。

研修部の皆様方、ご指導頂き有難うございました。 

当日は、朝から南宗寺、午後から山口家住宅、清学院と盛

りだくさんでしたが、その中で山口家住宅の研修を受けて

感じた事は、神社仏閣ではない町家が 400 年の長い歴史の

中で、大きな増改築を 2 度行ったとは言え今日に至るまで

保存されて来た事に対する驚きです。当然、木造建築技法の

素晴らしさが有っての事ですが、いくら建築物が優れてい

ても、そこに住んでおられた山口家の人々が大切に使い守ってこられたからこそで、もっと使いやす

く住みやすい様に建て替えられていたら今の山口家住宅とは異なった建物になり重要文化財にもなっ

ていないのではと感じました。 

鉄砲鍛冶屋敷の井上家と同じように、そこに住んでおられた人々が代々にわたり歴史と伝統を守っ

て後世に伝えて行こうとする努力が有って今が有ると思います。視点は違いますが、いたすけ古墳を

見ても守っていくか、いかないかは後世の人々の考え方次第になります。 

こちらを訪れた方々に 400年の歴史の証人として山口家住宅を、ご案内して行きたいと思いました。 
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日 曜 行       事 時 間 場    所 

1 土 年始協会活動休止   

2 日 年始協会活動休止   

3 月 年始協会活動休止   

4 火 運営委員会  PC メール会議 

5 水    

6 木 定点ガイド部Ａグループ会議 9:30 堺市総合福祉会館 

7 金 事業部会議（見学可） 14:00 堺市総合福祉会館 6階第 4会議室 

8 土    

9 日 堺自転車ツアー(初詣ツアー) 10:00 堺駅観光案内所 

10 月 
ＪＡ「ＣＲＯＰ」南区 野々井 取材 9:30 泉北線 栂・美木多駅 改札口 

成人の日 堺市総合福祉会館休館  電話は担当者に転送 

11 火 定点ガイド部Ｂグループ会議 9:30 堺市総合福祉会館 

12 水 新年互礼会 《協会活動休止》 14:00 堺市総合福祉会館ホール 

13 木 
研修部会議（見学可） 14:00 堺市総合福祉会館 

ツアーガイド部会議（見学可） 13:30 堺市総合福祉会館 

14 金 

定点ガイド部全体会議（見学可） 9:30 堺市総合福祉会館 

山之口プラザ仕事始め（13 日まで休み） 10:00 山之口プラザ 

関西古墳サミット 13:00 フェニーチェ堺大ホール 

15 土 
ＪＡ「ＣＲＯＰ」編集会議 14:00 山之口プラザ 

協会ニュース 2022 年 2 月号原稿締切り   

16 日    

17 月 

部長会 9:30 堺市総合福祉会館 第 1 会議室 

総務部部会（見学可） 14:00 堺市総合福祉会館 

広報部会議（見学可） 14:00 堺市総合福祉会館 

18 火 
堺観光情報連絡会 10:30 市役所高層館 2 階 

企画部会議（見学可） 14:00 堺市総合福祉会館 

19 水    

20 木    

21 金 子ども堺学授業 10:00 光竜寺小学校（2 クラス実施） 

22 土    

23 日    

24 月    

25 火 
「陶器の里」モニターガイド 9:30 泉ヶ丘駅前いずみ広場集合 

協会ニュース 2022 年 2 月号発送作業 9:00 堺市総合福祉会館 

26 水    

27 木 19 期～21 期の人権を含むマナー研修 14:00 堺市総合福祉会館 

28 金    

29 土    

30 日    

31 月    

【予告】 2 月 22 日（火）22 期～27 期の人権を含むマナー研修 14:00～堺市総合福祉会館 

☆ 2022 年(令和 4 年)1 月度 月間予定表 

 



＜会員の活動実績＞ ＜来客数実績＞
247

212 一般

35 学童・先生

定点 定点案内所活動数 607

ガイド 事務局・ガイド活動数 130

活動 展望ロビー・学童ガイド活動数 0

    小     計 737

ガイド担当者・打合せ者数 138

会議・研修会・勉強会参加者数 109

イベント参加者数 126

打ち合わせ他参加者数 235

    小     計 470

1,345

開催日 その他活動の主な内容
11月1日 運営委員会（PCメール会議）

11月16日 堺観光情報連絡会・堺市役所

11月19日 部長会・堺市総合福祉会館 当協会の創設(平成7年4月) 

　

山口家住宅

2021年11月度　活動実績と内容

正会員数 定点案内所 定点人数(名)

会員活動参加者数
市役所展望ロビー

会員活動非参加者数

大仙エリア

南宗寺

1,072

0

0

307

さかい利晶の杜

自転車博物館

伝統産業会館

768

0

1,432

ＮＰＯ法人堺観光ボランティア協会ニュース2022年1月号　2021年（令和3年）12月25日発行(296号)

以来の案内人数合計

ツアー

ガイド

定点ガイド合計

ツアーガイド合計

11月案内人数合計

2021年度のご案内人数

清学院

利休屋敷跡

妙國寺

192

1,339

432

3,233

8,775

684

会員活動合計（定点ガイド活動+ツアーガイド+その他） 子ども堺学授業（東浅香山小）

9,578

119

その他

ミニツアー

定点ガイド合計

0

8,775

21

17,295

2,620,099

編 集 後 記
南海堺駅前の内川からザビエル公園にかけて、12月4日からは、まるで夢の世界が広がっ

ています。駅前で迎えてくれる電飾のトナカイや両岸をブルー基調にライトアップされた

内川、そしてその前には「ものの始まりなんでも堺」の大イルミネーションが構えていま

す。(下の写真をご参照ください)

私の日課の朝の散歩は、今はこのイルミネーションに誘われて夕方の散歩になっています。

1月15日まで開催されています。是非ともお立ち寄りください。

【川上 由】

＊当協会のHPにてカラーでご覧ください。
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日 曜日 団体名 時間 人数 担当ガイド 徒歩 案内場所

(公財）箕面市
メイプル文化財団

13：00
16：00

15
松井　橋本要
武藤

バス
徒歩

ビジターセンター　仁徳陵
博物館　利晶の杜
利休屋敷跡

東武トップツアーズ門真市
民生委員児童委員協議会

10：00
11：30

2 井藤 徒歩
ビジターセンター　仁徳陵
日本庭園

堺観光コンベンション協会
ゆっくり古墳散策

10：00
12：45

6 澤井 徒歩
ビジターセンター　仁徳陵
博物館　履中陵ビュー
いたすけ　御廟山古墳

トラベル・エー旅サロン
輪島　鞍月公民館

13：00
15：40

17 矢木　丸山 徒歩
博物館　履中陵ビュー
日本庭園　仁徳陵
ビジターセンター

大阪府高齢者大学校
世界史科

10：00
14：00

10 大橋 徒歩
妙國寺 ザビエル公園
南宗寺 利晶の杜 開口神社

堺観光コンベンション協会
ゆっくり古墳散策

10：00
12：45

1 柴田友 徒歩
ビジターセンター　仁徳陵
博物館　履中陵ビュー
いたすけ　御廟山古墳

堺観光コンベンション協会
ゆっくり古墳散策

10：00
12：45

2 西本義 徒歩
ビジターセンター　仁徳陵
博物館　履中陵ビュー
いたすけ　御廟山古墳

東武トップツアーズ
門真市
民生委員児童委員協議会

9：30
11：40

74

山端　三宅
唄　濱田
森継　若槻
森口　宮尾

バス
徒歩

仁徳陵　日本庭園
利晶の杜

NPO法人堺観光ボランティア協会ニュース2022年1月号　　2021年（令和3年）12月25日発行

2021年（令和3年）11月度　ツアーガイド実施報告

※皆さん、待ちに待った堺ツアー。箕面シニア塾で学んでおられる皆様。88歳の高齢の方もお
られましたが、お元気で最後まで廻られました。過去に堺に来られた方もおられ、南宗寺の事
などもご存知でした。男性の方々は、初めての方が多くおられましたが、女性軍は、かん袋
へ、くるみ餅を何回か食べに来られたそうです。

2 火

2 火 ※11月12日に催行の下見のため、添乗員さん2名をご案内しました。
今後のツアーの参考になるように百舌鳥古墳群ビジターセンターにも立ち寄りました。
仁徳陵の大きさを実感されたようです。

4 木 ※お客様の要望コンセプトは「環濠自由都市」「堺の伝統ある菓子屋」でした。幹事さんは、
堺区へ何回も来られて、歴史知識豊富な方で、深い質問が多々あり、緊張感を保ちながらガイ
ドしました。八百源と小島屋では、女性陣のみなさん、買物されていました。

6 土

※とても熱心な東京からのお客様で、古墳の静けさを楽しみ、博物館の埴輪や須恵器に興味を
示されていました。

3 水
※東京のご家族4名（小学生の女子2名）と豊中からの女性2名の2組の案内でした。天候も良
く、少し汗ばむ場面もありましたが、楽しくご案内出来ました。各所で記念写真も撮られ満足
されていました。

3 水
※金沢から日帰り旅行。「世界遺産めぐりツアー」されている公民館学習グループの皆様。そ
れだけに、知識豊富且つ学習意欲旺盛！　シアター、博物館見学、２つの巨大古墳実体験等々
に「問答」も。

10 水

※名古屋からお越しのご夫妻。海外旅行が中心でしたが、古墳のエピソードを聞いて、国内も
良いかなと。この後、南宗寺まで足をのばされました。

12 金
※民生児童委員の皆様は、60～70歳代の方たちでした。個人的に以前に堺に来られている方も
おられました。日本庭園の紅葉が見ごろで喜んで頂きました。午後は、ハーベストの岡へ行か
れるそうです。

1
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三国ケ丘高等学校PTA
9:30

12：00
38

松浦　樽野
林茂　加藤
奥野　山田豊
竹原　谷﨑

徒歩
伸庵　仁徳陵　日本庭園
履中陵ビュー　博物館

9：00
12：00

中川辰　米里
久野　井藤 徒歩

ビジターセンター　仁徳陵

銅亀山古墳　丸保山古墳

利休屋敷跡　旧浜寺公園駅舎

本願寺堺別院

9：30
14：30

福井　塩川
堀中　谷口豊
浅倉　藤木

定点

スタンプラリースポット担当

千利休屋敷跡

本願寺堺別院

浜寺公園旧駅舎

堺観光コンベンション協会
JR百舌鳥古墳群めぐり

10：30
12：30

9 平岡　三宅 徒歩
御廟山　いたすけ　履中陵
大仙公園内古墳　仁徳陵

堺自転車ツアー
幕末・明治の堺を巡る

9：00
12：00

3 中村博
自転
車

堺旧港　大浜公園　妙國寺
慧海像　晶子像

阪急交通社　札幌支店
ミステリーツアー

13：00
14：00

20 浅川　福島 徒歩 ビジターセンター　仁徳陵

中井国芳様
14：10
15：30

6 小川正 定点 南宗寺

14 日
※以前、南宗寺に来られた中井様が、息子さん夫妻と奥様のご両親までお誘い頂き来訪。南宗
寺だけを目的にたっふり90分のお時間を頂き、総門から初めて、塔頭のご紹介も含め、私自身
も初めての長時間ガイドとなりました。
お客様から「時間を忘れて、聴いてしまいましたが、大変楽しかった！」とのお言葉を。

13 土

※子ども会のお母さまお二人をご案内。「堺市民でありながら、知らない事が多く、色んな発
見があった」と喜んでおられました。小学校4年生と1年生とお母さん。色々と興味を持って質
問も出て、楽しくガイドをさせて頂きました。（ウォ‐ク担当）
参加者は少なかったが、晩秋の少し寒いが、スタンプラリーウォークには、快適な一日を元気
そうに参加されていました。子供たちに堺の歴史を見て、触れて学習してもらう絶好の機会で
あったと思います。（スポット担当）

13 土
※若いお母さま方で、古墳以上に日本庭園の紅葉を楽しんでおられました。「子どもが小さ
かった頃、大仙古墳や日本庭園に来たが、その時は特に何も感じなかったが、今日はすごく感
動した。そんな歳になったのかな」と感慨深げに言われました。
お客様が5名というのは、話やすいなぁと実感しました。

14堺市こども会育成協議会

14 日

14 日 ※北海道から2泊3日のミステリーツアー。2日目に来られました。短い案内でしたが、喜んで
頂き、質問も沢山受けました。ビジターセンターでは、もっと古墳のことを聞きたかったとい
う感想の方がいらっしゃいました。

14 日 ※天候に恵まれ、多くのスポットを自転車で効率よく、楽しく巡れました。利晶の杜・清学院
は、「関西文化の日」で無料入館しました。参加者の1人は、このツアーをユーチューブ用に
動画撮影。私の案内を収録して1週間後にアップしたいとの事。楽しみです。

※天気に恵まれ、説明もよくお聞き頂きました。「関西文化の日」の紹介をした所、博物館・
利晶の杜・山口家住宅に行ってみたいと言われたので、堺に興味を持ってもらえたのではと嬉
しくなりました。
岸和田からのご夫妻に「いたすけ古墳はどこですか」と声をかけて頂き、一緒に仁徳天皇陵古
墳まで楽しく古墳めぐりを行いました。銭塚古墳や大仙公園の木々の紅葉のおまけに、ジュウ
ガツザクラも満開で、秋を満喫した古墳めぐりでした。

2
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分析OB会
10：00
12：30

4 牧 徒歩
開口神社　晶子生家跡
利晶の杜

奈良シニア大学
10：00
15：00

29
山端　奥野
伊庭

徒歩
ビジターセンター　仁徳陵
博物館　利晶の杜
利休屋敷跡　南宗寺

奈良シニア大学
10：00
15：00

41
寺口　高橋律
西本義
柴田友

徒歩
ビジターセンター　仁徳陵
博物館　利晶の杜
利休屋敷跡　南宗寺

堺観光コンベンション協会
ゆっくり古墳散策

10：00
13：30

1 石田和 徒歩
ビジターセンター　仁徳陵
博物館　履中陵ビュー
いたすけ　御廟山古墳

近畿税理士会　堺支部
10：30
12：50

35
大橋　安田
藤井英

徒歩
開口神社　利休屋敷跡
妙法寺　南宗寺

JRふれあいハイキング
仁徳陵～履中陵

10：00
12：30

12
中川辰　伊藤
浅倉

徒歩
塚廻古墳　仁徳陵
履中陵ビュー

走水會婦人部
9：45
16：15

29
木村義　寺口
森継　友野

バス
徒歩

利晶の杜　妙國寺　山口家
水野鍛錬所　仁徳陵

田畑知美様
13：00
15：30

2 林茂 徒歩
仁徳陵　履中陵ビュー
いたすけ　御廟山　博物館

堺観光コンベンション協会
ゆっくり古墳散策

10：00
12：45

3 川上由 徒歩
ビジターセンター　仁徳陵
博物館　履中陵ビュー
いたすけ　御廟山古墳

クラツー第2国内旅行
6つの関西のﾛｰｶﾙ線の旅

13：20
15：50

18
弘瀬　大西
伊庭

車内
阪堺電車　恵美須町～
浜寺駅前～天王寺駅前

21 日

※仙台からの家族ツアーでした。歴女のお母さんと、小学校6年生のお子さんたちからの質問
ラッシュで進行していきました。あっという間の楽しい3時間でした。

16 火
※堺に現在住んでいる人、新婚時代を堺で過ごした人、奈良からの人、東大阪の人。
80代の人で、ゆっくり、のんびり楽しんでまわられました。

17 水
※本日は、橿原地域の皆様。堺と奈良とは、色々な時代で繋がりがあると知れたのが良かった
と喜ばれていました。午前中に5名のリタイアがありましたが、大仙公園内の紅葉と古墳をた
のしまれていました。行程は長かったのですが、皆さん熱心に聞いて頂きました。

18 木 ※大学では、文化・歴史・芸術など色々なカリキュラムがあり、皆さん、殆どの授業に参加さ
れているそうで、説明の場所によって、質問者が変わる忙しいガイドでした。
紅葉の大仙公園を案内し、お客様から「きれいな公園」と褒められてとてもうれしく回らせて
頂きました。

19

20 土
※「地元を改めて知る」のテーマで、歴史視点のご意見も多く出て、堺の歴史の理解を深める
ガイドになったと思います。

21 日 ※奈良からお越しの4名のグループは「奈良の古墳とはスケールが違う」と感激。大仙公園の
広さや美しさにも感心しておられました。JRふれあいファンだという人は、岸和田からコロナ
後の初めての参加など、皆さんが説明を熱心に聞いて頂けたので、ガイドのしがいがありまし
た。

金
※北海道の方で、姫路に宿泊。前々日、前日および翌日は、姫路を観光。世界遺産マイスター
を取得されていて、世界遺産をめぐっているとの事。とても熱心で説明する事などをメモを
取っておられた。終了後、再度、博物館に行ってみるとの事でした。

22 月

21 日 ※近畿一円から堺駅に集合されてのツアーでしたが、中には、利晶の杜の近所にお住まいの方
もおいででした。久しぶりの長丁場のツアーガイドでした。堺のエキスの詰まったところを廻
られました。

21 日
※最近、古墳に興味を持ち始めたご夫妻。大仙公園内の約10基の古墳をめぐりました。
「これから小高い丘を見ると、全て古墳に見えてしまいそう！」と笑って語られました。

3
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阪急交通社　札幌支店
ミステリーツアー

10：00
12：00

35
濵田　伊藤
土山　川上由

徒歩 ビジターセンター　仁徳陵

利休生誕500年事業
わくわく体験ツアー

9:30
12:00

5 若槻　大西 徒歩
利休屋敷跡　紹鴎屋敷跡
開口神社

利休生誕500年事業
わくわく体験ツアー

9:30
12:00

8 古川　中川直
利休屋敷跡　紹鴎屋敷跡
開口神社

利休生誕500年事業
わくわく体験ツアー

13：00
15：30

13 小出　大西 徒歩
利休屋敷跡　紹鴎屋敷跡
開口神社

南海国際旅行
11：50

16：50
11 川上浩

ちん
電

南宗寺　利晶の杜　清学院
山口家　妙國寺　伝産会館

堺観光コンベンション協会

観光タクシー

百舌鳥古墳群めぐり

9：30

13：00
3 野澤

タク
シー

反正陵　仁徳陵　履中ビュー
いたすけ　御廟山　利晶の杜

みつわ会
13：00

14：00
28

江川栄　武藤
山下昇

定点 法雲寺

22 月 ※阪堺電車のモ161号車に乗るのが一番の目的なので、車窓案内は、さらりと進めようと始め
ましたが、歴史話にも耳を傾けてくださり、ガイド冥利に尽きました。ただ、お土産が買って
もらえなかったのが残念です。(関東からのお客さま）

22 月
※観光バス2台の内1台の乗客の方がホテルの金庫に財布を忘れたため、ホテルのある神戸へ途
中で戻られました。1台は、時間通りにご案内。札幌から来られた方々でしたが、仁徳天皇陵
古墳のことは、よくご存じでした。ビジターセンターのシアターは、貸し切りでした。お土産
を探していたお客様に注染手ぬぐいをお勧めしたら、可愛くてかさばらなくて良い、とお買い
上げ頂きました。

23 火
※参加している小学校高学年は、歴史に興味があり、クイズの回答率高く、約70分の町歩き
は、長く感じなかったようで、ほっとしました。

23 火 ※お客様、添乗員との話し合いで訪れるが、入場しない場所を決めながらスタート。その分、
道すがらの話題を積み重ねたり、本家小嶋では、添乗員のみで買い付けに行くなど協力をお願
いしました。最後には、両手にお土産の袋を下げて「いわし舟」に向かわれました。お客様
は、添乗員のファンの方の集まりのようでした。

23 火

※利休屋敷跡は、中に入り案内。武野紹鴎屋敷跡では銅像の写真を見てもらいました。
開口神社の神紋には、保護者とも興味を示しておられました。

23 火
※親子3組のご案内。千利休の名は知っていたので、興味を持ってくれました。また、500年前
の堺の様子などを聞いてもらいました。皆さん真面目で探求心旺盛でした。

23 火

※メンバーのお一人の方の歴史レベルが高く、古代から近代までの、それぞれの件の西暦年号
を正確に問われて驚きました。古墳だけの知識では満足な対応が無理なように感じました。

23 火
※市内で数少ない黄檗宗の寺院。皆さん、秘仏観音様に導かれて参加されたようなお気持ち
に。お別れの時、お会いした時以上に、にこやかな顔で「ツツジの時にまた来たいな」と。
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ぽたりんぐぅ
9：30

11：30
7 中村博

自転
車

自転車博物館

ユーラシア旅行社
12：40

16：00
6 平岡 バス

反正陵　ビジターセンター
仁徳陵　履中陵ビュー
履中陵拝所

山本美和様
10：00

12：30
2 浅川 徒歩

仁徳陵　公園内古墳
履中陵ビュー
御廟山古墳　いたすけ古墳

阪急交通社　札幌支店
ミステリーツアー

10：00

11：10
36

森口　友野
中村博　谷﨑

徒歩
ビジターセンター
仁徳陵

阪急交通社　札幌支店
ミステリーツアー

10：00

11：10
18 久野　中川直 徒歩

ビジターセンター
仁徳陵

9：00
12：00

奥野　柴田友
田辺　渡辺和
森継　平野
石田和　井藤

徒歩

ビジターセンター　仁徳陵

銅亀山古墳　丸保山古墳

利休屋敷跡　本願寺堺別院

浜寺公園駅旧駅舎

9：30
13：20

今村　原田
北野　金谷英
中西美　向

定点

スタンプラリースポット担当

千利休屋敷跡

本願寺堺別院

浜寺公園駅旧駅舎

23 火
※大仙公園に1992年に開館した自転車博物館は、今週末に閉館し、来春には、堺東に建設中の
新しい建物に移転します。私が16年間働いていた博物館の見納めに見学ツアーを企画して頂
き、案内をしました。在任中にコレクションなど入手した時の話など聞いて頂きました。

23 火 ※朝、東京を出発し、新幹線で来阪。百舌鳥・古市・奈良古墳群を2泊3日で巡るとの事です。
徒歩とマイクロバスで、百舌鳥耳原の三陵と三天皇を中心に説明しました。皆様、60歳以上の
ようにお見受けしましたが、元気に完歩されました。平成の森の展望台も是非との要望にお応
えしました。

25 木
※札幌からのツアーで、皆さん熱心に聞いてくれました。古墳を見るのは初めてという事から
か、沢山の質問を頂き興味いっぱいでした。柔らかな大阪弁で、説明が分かり易いと、嬉しい
お言葉を頂きました。

27 土

堺市こども会
育成協議会

30

※歴史に詳しい小6のお子さんとお父さんを案内。歩く速度も早く伝統産業会館にも立ち寄り
ました。2階の包丁の展示場所が大きく変わり、驚きました。家族で3時間のスタンプラリー押
印という面白い企画でした。スタンプカード内で「大阪県」等の習った事が問題にあり、即、
答え出来て、とても喜んでおられました。同伴の親御さんには、ウォ‐キングとバス・電車の
一時の旅気分を楽しめたのでは、ないでしょうか。（ウォ‐ク担当）
朝から寒風が吹く午前中でしたが、子供たちの元気な顔と声を聞けば、心暖かくなり、自然と
笑顔になりました。（スポット担当）

23 火 ※西宮と神戸からの女性二人。図書館関連の仕事をされているそうです。お一人が、白杖を使
い、見えにくいので、古墳の模型などを使って、古墳の話をして歩きました。ゆっくり歩いて
いましたが、お客様の歩くスピードが早かったので、大仙公園を一回りしてから、予定外でし
たが、御廟山といたすけ古墳を案内しました。

24 水 ※仁徳天皇陵古墳の巨大さに「すごいなぁ」と。古墳のモニュメントも興味を示された。シア
ター鑑賞後「素晴らしいなぁ」「大阪じゃなくて堺なんだ。」とうなづいておられた。シア
ター後に少し時間があったので、堺の伝統産業の話（北前船の昆布は、北海道から等）をした
ら、「話が面白い」と言って頂きました。
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阪急交通社　札幌支店
ミステリーツアー

13：00

14：00
6 米里 徒歩

ビジターセンター
仁徳陵

堺観光コンベンション協会
JR百舌鳥古墳群めぐり

10：30
12：30

5 金谷達　澤井 徒歩
御廟山　いたすけ　履中陵
大仙公園内古墳　仁徳陵

ボランティアと一緒に歩こう！

堺のええとこ＆紅葉 旧市街

10：00
12：30

13 加藤　中川直 徒歩
清学院　鉄砲鍛冶屋敷
山口家　月蔵寺　覚応寺
本願寺堺別院

ボランティアと一緒に歩こう！

堺のええとこ＆紅葉 日本庭園

10：00
12：30

7 和田千　浅倉 徒歩
仁徳陵　日本庭園
履中陵ビュー

阪急交通社　札幌支店
ミステリーツアー

10：00

11：10
36

三宅　橋本要
川崎忠　冨永

徒歩
ビジターセンター
仁徳陵

田中美智子様
14：15
16：30

10 小出 徒歩
妙國寺　晶子生家跡　利晶の
杜　利休屋敷跡

堺商工会議所
13：30
16：30

17 川上由　丸山 バス
顕本寺　ビジターセンター
仁徳陵　博物館

28 日

※素晴らしい青空のもと、山口家の櫨の紅葉、本願寺堺別院のイチョウの黄葉がみごとでし
た。環濠内の見どころを案内できました。

28 日
※古墳と紅葉のテーマに沿って、黄色くなる紅葉・赤くなる紅葉の見分け方や特徴を皆さん、
熱心に聞かれ、美しい落ち葉をファイルに挟み、写真を撮ったりして、楽しまれていました。
日本庭園では、青空に紅葉がとても綺麗でした。

27 土 ※ご夫妻で3組6名の参加でした。仁徳天皇陵古墳の大きさには驚かれていました。皆さん初め
てで、中に入れると思われていたようで、残念との事でした。ビジターセンター内では、沢山
ある古墳に興味を抱かれ、ご存知の天皇の名前には、頷いておられました。

28 日 ※大阪市内の方、堺市内の方などをご案内。古墳に興味のある皆さんで、説明にメモをとられ
たり、写真を撮られたりしていました。「個人で巡っても良く分からないが、案内をして頂き
良かったです」と、言っておられました。いたすけ古墳では、タヌキのお出ましに、にこやか
になりました。

30 火 ※堺在住の方、転勤で堺に来られた方が、おられる中でのご案内。工夫しながらの半日でし
た。特に、堺幕府「隆達節」は！！　後半は、充分に「ロマンあふれる堺」を感じ取って頂け
たようです。真剣に話を聞いて頂きました。

29 月 ※仁徳天皇陵古墳の濠も含めた面積が、札幌ドームの約8,5倍になると言うと、どよめきが挙
がった。昔、大阪に居たという人から、そのころにちなむご質問も出て、和やかなうちに終了
出来て良かったと思いました。ミステリーツアー2回目の方から、立派なホテルと料理を楽し
みに来ているが、今回、楽しい案内で良かったと言って頂きました。

29 月

※与謝野晶子さんのファンも多く、利晶の杜でのガイドは、楽しく聞いて頂きました。
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