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戦国時代の三英傑と言えば、言わずもがな、

三人の武将、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康で

す。しかしながら我々の町堺には、もう一人、

英傑たちにまったく引けを取らない人物が存在

します。 

そうです三好長慶です。戦国時代の初め、永

禄年間初期までは勢力圏は四国を含む近畿エリ

ア一帯まで広がり、天下人と呼ぶにふさわしい

活躍をしていたことは、皆さんもご存じのこと

と思います。堺の町を創った人物でもあります。 

3月 26日、27日の 2日間は「堺と四人の天下

人」というタイトルで、この四武将にスポット

をあて、四人に由緒のある場所を中心に特別公

開が開催されました。 

堺を代表する名刹、妙國寺、南宗寺、顕本寺

などを中心に展開されました。 

三好長慶の弟、三好実休が建立した妙國寺で

は、26日には蘇鉄伝説の講談が、なんとア

コーディオン演奏とのコラボで開催され、訪れ

た多くの方が幻想的な雰囲気に酔いしれました。 

長慶の父である元長が討ち死にした顕本寺で

は、住職さんによる境内ミニツアーが元長の墓

所前で開催され、三好家の盛者必衰を偲ぶこと

が出来ました。 

そして元長を供養する為に長慶が建立したと

いう南宗寺では、茶室実相庵の久しぶりの公開

と京都西陣から寄贈された、西陣織で作られた

長慶と千利休の肖像画も仏殿にて見ることがで

き、多いに盛り上がりました。また大鳥大社で

の禰宜さんによるミニツアー、さかい利晶の杜

での矢内学芸員による講演会も開催されました。  

さらには特別公開に合わせて、大仙エリアでの

百舌鳥古墳群特別公開は沢山の人が押し寄せ、

大賑わいの一日でした(12ページ参照) 

三好長慶は武将でありながら連歌をこよなく

愛し、茶の湯にも通じていた文化人であったと

言われています。また戦いにおいても、敵を最

後まで徹底的に追い込むことはせずに寛大な対

応で接していたとも言われています。 

 もしかしたら平和を心から望んでいた武将で

あったのかもしれません。敵味方関係なく、

「一緒に平和な日本にしていきたい」と感じて

いたのではないでしょうか？ 

 もし、長慶がホトトギスの歌を詠んだなら、 

「鳴かぬなら 一緒に鳴こう 時鳥」と詠んだ

かもしれない、と思えてきた 2日間でした。 

【川上 由】 
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右：玉田玉秀斎によるアコーディオンコラボ講談（妙國寺） 
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堺と四人の天下人 

左から三好長慶、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康 （春季堺文化財特別公開パンフレットより） 
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☆ 5 月号 インデックス（目次）  23期・ぷーさんの会の勉強会の報告 13 

巻頭言：春季堺文化財特別公開 
堺と四人の天下人 Ｐ1 自転車ツアーガイド勉強会に参加して 13 

事務局ニュース 2 「利休と戦国武将茶の湯とこころ」講演会に参加して 14 

総務部ニュース・事業部ニュース 3 「幻の陶器の里」歴史ウォークモニターガイドに参加して 14 

定点ガイド部ニュース 4 フォローアップ研修を終えて 15 

ツアーガイド部ニュース 6 「撮るさかい,見てある記」JA CROPこぼれ話(24) 15 

ツアーガイド実施報告 7 知って得する堺の偉人 その 10 久野 節 16 

企画部ニュース 8 大仙公園・日本庭園研修に参加して 16 

研修部ニュース 9 My堺観光スポット(5) 堺市内にある万葉歌碑 17 

広報部ニュース・広報部からのお願い 10 堺市役所新人研修 17 

インフォメーション･ガイド便利 MEMO 11 5月度月間予定表 18 

世界遺産・百舌鳥古墳群 特別公開 12 2022年 3月度活動実績と内容・編集後記 19 

 

 

 

 

☆ 当協会の「第 15回通常総会」の予告 

6月 3日（金）午後 2時から堺市総合福祉会館にて開催予定です。 

なお、新型コロナウイルス感染防止対策のため、従来の総会の実施方法を検討

しなければならない状況です。 

つきましては 5月 16日頃に発送する総会資料に実施方法を記載しますのでよ

ろしくお願いします。 

 

 

☆ 役員選挙に関して 

本年度で理事、運営委員、監事の任期が満了になります。同選任選挙をおこな

いますので立候補を受け付けます。 

希望者は 5月 11日（水）～14日（土）の期間内に観ボラオフィスに備え付の

「役員立候補申し込み用紙」に必要事項を記載の上、事務局宛てに提出をお願

いします。 

 

☆ 観光客アンケートの実施 

コロナ禍の為延期になっていましたが再度実施します。 

目  的：定点ガイドサポートの満足度及び観光客の動向把握 

時  期：5月 1日から 6月末まで 

調査対象：スマートフォン等 QRコードを読み取れる機器をお持ちで、定

点を訪れ、説明を聞かれたお客様 

調査方法：QRコードを読み取ってもらい回答 

実施定点：大仙エリア・展望ロビー・利休屋敷跡・山口家住宅 

清学院・妙國寺・南宗寺 

＊ガイド終了後 QRコードを提示して読み取っていただき、回答していただく。  

時間がない場合は読み取りのみしていただき、後からの回答するも可です。 

＊ノベルティはコンベンション協会のオリジナルボールペン 

事務局 ニュース 

【重要連絡】 

【重要連絡】 
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★ 会員の状況 

〈4月 25日現在〉 

正会員数 237名・賛助会員数 5名・総会員数 242名 

3月退会者：21期 島田俊春様 

 

☆ オフィスクローズ 

ゴールデンウィーク中の国民の祝日は、堺市総合福祉会館が休館となります。 

オフィス業務は午前中、転送電話受付のみになります。 

5月 2日と上記時間外のメール、FAX、郵便物等の確認は 5月 6日となります。 

 

☆ 活動交通費支給と会費払込 

5月 20日に 3～4月活動交通費を振込ますが、2022年度上期協会会費 3,000円を

相殺します。 

相殺できない会員様には、別途払込案内をしますので、払込みをお願いします。 

 

 

★ 利休生誕 500年 PJ 

日本庭園での学習会は新しい企画が加わり、短歌作りに挑戦しながら景色

と呈茶をセットで楽しんでいただきます。お客様の参加申し込みも LINE や

メールでの申込フォームによるものが増えてきました。ますます LINE 登録

者が増えて、今後のイベント集客につながることを期待します。 

「茶々の会」にも新しいメンバーが参加しています。今後の予定は、5 月

22日（日）・25日（水）6月 12日（日）・22日（水）開催予定。会員の方も

参加受け付けます。 

 

※「令和 4年度堺市文化芸術活動応援補助金」制度に申請書類提出していましたが、当協

会の「利休生誕 500年記念事業」が採択されました。堺市 HPにも掲載されています。 

総務部 ニュース 

事業部 ニュース 

♭ ひといき休憩 はしやすめ ♯ 
《クイズに挑戦！（大阪検定ヨリ）》 

1921年(大正 10年)に堺市で鉄工所として創業し、

戦後、変速機などの自転車部品や、リールなどの

釣具を製造・販売して成長したこの会社は、昨年

創業 100 周年を迎えました。現在では海外にも広

く販路を展開するこの会社はどれでしょう？ 

①ミズノ   ②ヤンマー 

③シマノ   ④クボタ 
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★ 連 絡 

 

１．シマノ自転車博物館が堺東に移転・オープンし、それに伴い 21階展望ロビー

のガイドマニュアルの一部修正が必要になり、ツアーガイド部と研修部、定点

ガイド部で実施しました。 

  新しいガイドマニュアルを 5月号協会ニュースに同封しますので、ガイド時に

ご活用ください。 

２．さかい利晶の杜観光案内展示室での「フロアーマップ案内」は、ガイドマニュ

アルに沿った方法でのご案内をお願いします。案内方法は活動日誌に挟み込ん

でありますので、配置時には必ずご確認ください。 

 

★ 4月 15日に全体会議を行いました 

 

各定点の活動は、3月 22日から再開致しました。下記は 3月 22日～3月 31日ま

での「活動日誌」から抜粋したものを掲載しています。 

尚、「自転車博物館」は活動休止中で、「21階展望ロビー」は 3月 25日から再開

しました。 

 

Ａグループ（古川 邦敏） 

＊大仙エリア（担当：重永・福島） 

・慶応大学で研究者として働き、日本の歴史が好きで古事記を読んでおられる

様子であったイングランド出身の方に、仁徳天皇に関する古事記の逸話を話

したところ、とても興味をもって聞いていただいた。 

・長塚古墳等 4古墳が公開され、堺市学芸員の説明が聴けるとの事で、整理券

が発行される賑わいでした。古墳の公開を見られた名古屋からのペアの方よ

り「古墳の公開は最高！もっとやってもらいたい。」との声がありました。

また、古墳の公開があったためか、古墳に詳しい方のお客様が拝所に多く来

られました。 

 

＊利晶の杜（担当：柳・小西） 

・大阪以外からの街歩きグループの人達。晶子さんの子沢山に驚いた様子でし

た。 

・茶道部の顧問をしている中学校の先生。堺待庵の見学が目的で来館されたと

のこと。 

 

＊利休屋敷跡（担当：平野・伊藤） 

・ケニアから一時帰国の女性 1 名。「ケニアに茶の湯文化を伝えるためにも利

休屋敷跡を見ておきたかった」と。 

・東京からの男性 4 名で裏千家の先生と生徒 3 名との事。「利休さんの屋敷跡

をどうしても見ておきたかった」と来られた。 

 

 

定点ガイド部 ニュース  

｛本項次ページへつづく｝ 
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・横浜の歴女 1 名。「今日は堺、明日は大山崎の妙喜庵にある待庵と京都の本

能寺、大徳寺」に行かれるそうです。 

 

山口家住宅（担当：大北・南野） 

・泉北からの女性 2名。お雛様を見に来たとの事で、お座敷に上がってゆっく

り楽しんでおられました。帰りに土間でお雛様の歌も歌われていました。 

 

＊清学院（担当：辻・古川） 

・以前に清学院の住職をされていたというご家族の方（女性）が来館され、「昔

ここへ母親と一緒に里帰りして遊んでいた。」と話されていました。特別展

示されていた「お雛様」も懐かしそうに眺めておられました。 

 

 

B グループ（西岡 英彰） 

＊妙國寺（担当：小出・箕野・中辻） 

・大阪市より親子で拝観され、「堺事件については噂に聞いていた」との事。

遺品の実物を見てビックリされ、ガイドしてもらえたことを大変喜ばれた。 

・和泉市からご夫妻。ご主人は泉陽高校出身で「高校時代はよく妙國寺の周り

をランニングしたが、妙國寺がこんなに広い寺とは知らなかった」と。 

・千葉県より中年女性。本山巡りで来寺。この後京都に行かれるので時間がな

く「10分だけ蘇鉄を観たい」と言われたが、ガイドをしている内に興味を示

され 20分近く説明を聞かれ、満足されたようでした。 

 

＊南宗寺（担当：中西・大橋） 

・岐阜よりご夫妻。「軍師千利休（加治将一著）」を読んで南宗寺に来たかった

由。また、キリシタン灯籠に興味があるそうで、半井家の墓碑を熱心に観察

しておられた。 

・家系図を持った三好家の子孫の方が東京よりご夫妻で来寺。念入りに墓参り

しておられた。 

・東京から「竹内街道を歩くツアー」の 7人が来寺。歴史好きの方が多かった。

20分での案内を希望されたので、ポイントを絞った案内しか出来ず残念だっ

た。 

 

＊21 階展望ロビー（担当：今村・吉田） 

・高知県の親子。「大都会の中に古墳がきれいに残っていますね」と感動され

ていました。 

・東京から女性 3人。今朝早く東京を出発し、一番にここに来たとのことでし

た。 

 

＊堺伝統産業会館（担当：奥野） 

・リニューアルオープン初日とのことで、包丁購入も兼ねて来館される方も多

数おられたが、各種伝統産業のなかでも「注染」の説明を希望される方が多

かったです。 
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★ 3月度のツアーガイド実績の報告 

（次ページにツアーガイド実施報告を掲載） 

  総件数 10件  お客様 60名  担当ガイド 15名 

 

☆ 5月の主催ツアー 

 

＊JRふれあいハイキング 

5月 7日(土)10時 収塚古墳前集合 

百舌鳥古墳群と日本庭園 〈前方後円墳・方墳・円墳などの古墳と 

日本庭園の牡丹鑑賞〉 

～ボランティアと一緒に歩こう～ 

5月 15日(日)10時南海本線浜寺公園駅集合 

浜寺公園の歴史・文化とバラ園の案内 

   

＊中世の「堺」を思わせる日本庭園で「利休屋敷今昔物語」＆お抹茶と和菓子 

５月 22日(日)、25日（水）それぞれ 13時に日本庭園門前集合 

＊22日は日本庭園の案内、日本庭園の和室で呈茶と 

講演「利休屋敷今昔物語」 

＊25日は日本庭園の案内、日本庭園の和室で呈茶と短歌作り指導 

 

☆ 5月の自転車ツアー 

 

大和川から浜寺公園まで自転車でめぐります。 

5月 8日(日) 9時 30分に堺駅観光案内所前に集合（12時頃解散） 

 ◎コロナ感染症の状況で中止になることがあります。 

 

★ ツアーガイド部主催勉強会 

 

＊自転車ツアーガイド勉強会を 3月 29日に行いました。 

3名参加。花と緑の交流館で安全講習などの講義を受けてから、古墳めぐ

りやシマノ自転車博物館へ実走しました。 

＊28期・29期生対象の日本庭園勉強会を行いました。 

4月 12日(火)と 15日(金)に開催しました。 

講師は作庭に関わった野杁さんで、18名の参加でした。 

 

☆ 30期生対象の「まち歩き勉強会」 

 

30期生対象の「まち歩き勉強会」は、5月から 8月まで、毎月 4 回にわたり

おこないます。 

1回目は、5月 10日(火)、13日(金)に七道駅集合で、山口家住宅まで歩きま

す。 詳細は 30期生に別途お知らせします。 

ツアーガイド部 ニュース  

 

 

30 
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2022 年（令和 4 年）3 月度 ツアーガイド実施報告 
        

日 
曜

日 
団体名 時間 

人

数 
担当ガイド 

移

動 
案内場所 

23 水 

羽衣学園中学校 
13：30 

16：30 
4 西本義 

徒

歩 

堺旧港 開口神社 菅原神社 

ザビエル公園 本受寺 

5～6月頃に校外学習「繁栄に向かった堺」を予定されていて、今日は、その下見。実施

については、先生が生徒を案内するのか、ガイドを依頼するのかは未定。 

25 金 

ボランティアと一緒に 

歩こう 環濠コース 

10：00 

12：00 
1 森継 

徒

歩 

展望ロビー 妙法寺 宿院頓宮 

利休屋敷跡 利晶の杜 

この時期期待の「桜」、早咲きのものはそこそこでしたが、「ソメイヨシノ」はちらほら

のツアーになりました。お客様は歴史好きの方でした。初めて「イヤホンマイク」を用い

てのご案内でした。これからもっと重宝するでしょう。 

26 土 

ボランティアと一緒に 

歩こう 環濠コース 

10：00 

12：00 
2 伊藤 

徒

歩 

海船政所 内川緑地 

ザビエル公園 堺旧港 

ボランティアのツアー等に何度も参加されている深井と宿院の方を案内。桜は、三分から

五分咲きを見て頂きました。堺の歴史や特徴などをきめ細かくガイドできました。 

27 日 

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 
3  

澤井 

金谷達 

徒

歩 

御廟山 いたすけ 履中陵 

大仙公園内古墳 仁徳陵 

文化財公開のイベントで長塚古墳の公開があり、沢山の人が早い時間から来られており、

その案内が多くて、参加者がいるのか心配していましたが、吹田から親子と府大の卒業生

で 50年ぶりに仁徳陵へ来られた男性を案内。さくらも三分咲きくらいで、楽しく古墳め

ぐりができました。 

27 日 

ボランティアと一緒に 

歩こう 環濠コース 

10：00 

12：00 
4  

小出 

伊庭 

徒

歩 

超善寺 櫛笥寺界隈 

土居川公園 妙國寺  

堺在住の方でしたが「この辺の寺は知らなかった」「こんな処にも沢山の名所があるのは

知らなかった」と、満足されていました。桜は八分咲きでした。 

27 日 

ボランティアと一緒に 

歩こう古墳めぐりコース 

13：30 

15：30 
3  

平岡 

中川辰 

徒

歩 

履中陵 履中陵ビュー 

大仙公園内古墳 

昨年も参加された北野田・美原区の友達同士と途中参加の宝塚のご婦人の案内。古墳に入

れるイベントなどで賑わう大仙公園周辺をめぐり、お客様に古墳や様々な品種の桜を楽し

んでいただきました。途中参加の方が、見逃した「履中陵西側の桜並木」を見るために戻

って行かれました。 

27 日 

(株）南海国際旅行 
10：00 

16：00 
10  川上浩 

徒

歩 

薫主堂 榎並刃物 本願寺堺別院 

覚応寺 山口家 善長寺 

妙國寺 宝珠院 環濠 

今回の添乗員は昨秋に続いて 2回目。前回のお客様が半分。今回は北大阪と奈良の皆様で

料理人や戊辰時代の研究家、護国神社関係の方が含まれていました。盛り沢山の内容で濠

の内、北半分をご案内。天候にも恵まれ、存分に堺を楽しんでおられました。次回は、古

墳かクルーズで来られるそうです。 



ＮＰＯ法人堺観光ボランティア協会ニュース 5月号 2022年（令和4年）4月25日発行(300号) 

 

 
 

8 
 

  

 

 

 

☆ 大阪奈良歴史街道リレーウォーク 

 

第 6幕のリーフレットが出来上がり、4月初旬から配布が可能になりました。会

員の皆様には今月号の協会ニュースと同封して配布いたします。 

5月 14日（土）の山の辺の道ボランティアガイドの会による第 1回のイベント

がスタートで、当協会は 9月 17日（土）三好長慶生誕五百年記念ウォーク「三

好一族が天下に飛躍した都市堺」のテーマでイベントを主催します。 

 

☆ 「陶器の里モニターガイド」開催 

 

昨年 12月に開催した「陶器の里」勉強会に参加された方々を主に、「幻の陶器

の里を尋ねる」のテーマでモニターガイドを 4月 5日（火）と 4月 19日（火）

の 2 回に分けて開催しました。今月号の協会ニュースに当日の様子を記事にし

て投稿いただいています。 

参加頂いた皆様のご意見を頂きながら、コースメニューを完成したいと考えて

います。 

日 
曜

日 
団体名 時間 

人

数 
担当ガイド 

移

動 
案内場所 

29 火 

聖ヶ丘歴史同好会 
9：30 

15：45 
29  

矢木 奥野 

丸山 

徒

歩 

南宗寺 利晶の杜 利休屋敷跡 

博物館 伸庵 仁徳陵 

高槻市の芥川城や今城塚古墳などが地元の歴史同好会の皆様。皆さん事前に勉強会などさ

れて準備万端で来られました。予定より 30分早くこられたので、南宗寺の三好氏関連の

ガイド希望にもしっかり対応出来ました。ご案内ごとに質疑応答し、相互に高槻と堺の歴

史の共通点等再認識しながらの一日でした。 

30 水 

愛知県私学協会 

社会科研究会 

9：30 

16：00 
3  中村博 

自

転

車 

旧堺燈台 大浜公園 利晶 

南宗寺 博物館 いたすけ 

御廟山 ニサンザイ 展望ロビー 

自転車博 宝珠院 

日本史の現場を自ら訪ねることで、授業に厚み・自分の言葉で話すためのセミナー参加者

を 8月に募集するため、愛知県の高校の先生が 3人で下見に来られました。出来るだけ多

くを見たいという希望で、7時間ほど堺区内を効率優先で自転車で走り回りました。22

㎞程走りました。3人とも電動自転車を使っていただき、大正解でした。 

31 木 

堺観光コンベンション協会 

ゆっくり古墳散策 

10：00 

13：20 
2  石田和 

徒

歩 

ビジターC 仁徳陵 博物館 

履中陵ビュー いたすけ 御廟山 

大阪在住の方と東京からのお孫さんの案内。お孫さんは、今春中学生に。その中学では、

お茶の授業もあるとの事で千利休や武野紹鴎に興味を示されました。大仙公園内の桜がち

ょうど満開でそれぞれの古墳も見て楽しまれました。何度も「楽しい」と言って、また違

うコース（利休や鉄砲など）で「堺にまた来ます。」と言っていただきました。 

企画部 ニュース 
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★ 30期生入会後研修 

 

コロナウィルス感染症対策で延期していました、仁徳天皇陵古墳一周コースと

大仙公園内の古墳巡りをツアーガイド部のご協力を得て、4 月 5 日、8 日、11

日におこないました。 

これで、研修部主催の入会後研修が全て終了しました。今後は、ツアーガイド

部主催のまち歩き研修会がおこなわれます。 

 

☆ 全体研修会「利休と戦国武将」 

 

コロナウィルス感染症対策で当初 2020年 12月の企画より度々延期となってい

ました全体研修会「利休と戦国武将」（講師：生形貴重 千里金蘭大学名誉教

授）を、3月 30日（木）の 10時と 14時の 2回に分けて、堺市総合福祉会館の

大研修室でおこないました。 

欠席者もなく、皆さん熱心に受講されました。尚、生形先生より著書の『利休

と信長』を寄贈いただきました。研修部で保管していますので、借用希望の方

は研修部までご連絡下さい。 

 

☆ 堺市博物館研修について 

 

堺市博物館学芸員の白神さんと打ち合わせをし、これまでは、博物館の館内ガ

イドは検定合格者を条件としていましたが、条件を撤廃することになりまし

た。ただし、ガイド時のモラルやルールは守ってもらう必要があります。そこ

で、下記の日程で改めて博物館研修を企画しました。 

日時：6月 8日（水）、15日（水）、22日（水） 

いずれも 10時から約 2時間です。 

場所：堺市博物館（館内実習研修のみで座学はありません） 

講師：堺市博物館学芸員 

申込み方法：受講希望者は、6月活動予定表の各種行事予定表欄に 

〇印を記入して下さい。 

ただし、各回 20人を超えた場合は抽選とします。 

受講対象者は、ツアーガイド等で博物館内のガイドをしていただく方です。す

でに検定に合格された方であっても申込み可能です。ただし、30期生は研修済

みなので除きます。 

 

☆ 人権を含むマナー研修について 

 

コロナ感染対策で順延していましたが、次の日程で開催します。 

＊19期～21期生は 5月 18日（水） 

＊22期～27期生は 6月 7日（火） 

＊28期～30期生は 7月 28日（木） 

いずれも 14時から堺市総合福祉会館の大研修室でおこないます。 

大事な研修ですので該当する会員の方は、ご出席よろしくお願いします。 

研修部 ニュース 
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★ ＪＡ「ＣＲＯＰ」関係 2022年 4月度活動報告 

取  材：4/3(日) 西区 下田町 

編集会議：4/10(日)10：00～堺東 

 

★ 春季文化財公開写真集 

先日開催された春季文化財公開の写真を会員ページにアップしました。 

会員ページからご覧いただけます。 

 

☆ 協会ニュース 300号記念誌の発行 

今月号で協会ニュースは 300号になりました。 

それを記念して、「300号記念誌」を皆様にお届けします。 

創刊号をはじめ、過去の思い出のある記事をまとめております。 

ご期待ください。 

 

☆ さかい利晶の杜、料金改定について・・・4 月 29日より料金改定になります。 

1.常設展観覧料／金額は 1人あたり、（ ）内は 10名以上の団体料金 

大人：300円（240円） 高校生：200円（160円）  

中学生以下無料（堺市内・外問わず） 

2.立礼呈茶の料金改定／金額は 1人あたり、（ ）内は 10名以上の団体料金 

大人：800円（640円） 高校生：700円（560円） 中学生以下：600円（480円） 

3.茶室お点前体験の料金改定／金額は 1人あたり、（ ）内は 10名以上の団体料金 

＊一般団体／通常 10名以上での団体での予約制 

大人：1,000円 高校生：900円 中学生以下：800円 

＊個人お点前体験／施設の指定日のみ個人での体験を実施 

大人：1,000円 高校生：900円 中学生以下：800円 

＊学校団体での利用（茶の湯体験学習） 

学校園の小中学生：300円 

4.さかい待庵特別観覧セット／金額は 1人あたり、（ ）内は 10名以上の団体料金 

大人：1,300円(1,040円）高校生：1,100円(880円）中学生以下：800円(640円） 

【詳細・ご不明点は、さかい利晶の杜までお問い合わせください。】 

 

広報部 ニュース 

 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ため、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。 



ＮＰＯ法人堺観光ボランティア協会ニュース 5月号 2022年（令和4年）4月25日発行(300号) 

 

 
 

11 
 

  

 

 

 
 

☆ 各施設の 2022 年 5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が厳しくなれば、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 

6日・10 日・17 日・24 日・31日休館 

・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 
2日・6 日・9日・16日・23 日・30日休館 

・日本庭園 
休園：毎週月曜日 
但し祝日の場合翌日休園 

2日・9 日・16 日・23日・30日休園 

・市役所 21階展望ロビー 無休 

・堺市博物館 
休館：毎週月曜日 
但し祝日月曜日を除く 

9日・16 日・23 日・30 日休館 

・堺市茶室 伸庵 
休館：毎週月曜日 
但し祝日月曜日を除く 

9日・16 日・23 日・30 日休館 

・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 

2日・6 日・9日・16日・23 日・30日休館 

・シマノ自転車博物館 
休館：毎週月曜日 

及び祝日の翌日 
2日・6 日・9日・16日・23 日・30日休館 

・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 

2日・16 日休館 

・堺伝統産業会館 
休館：第 3 火曜日 
但し祝日の場合翌日休館 

17日休館 

・さかい利晶の杜 休館：第 3 火曜日 17日休館(観光案内展示室のみ開館) 

 

 

☆ 語学同好会のご案内 

5月の語学サークル活動は下記の開催になります。 

新型コロナウイルス感染状況により変更になる可能性があります。 

 

会の名称 開 催 日 開催時間 開 催 場 所 

・英会話サークル 5月 11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 5月 12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 5月の会合は中止します。 

 

《インフォメーション》 

《ガイド便利ＭＥＭＯ》 
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世界遺産・百舌鳥古墳群 特別公開                  【北野 しどり】 

 

古墳に登ろう！古墳を学ぼう！古墳を楽しもう！のイ

ベントで古墳に登ってきました。寺山南山古墳、旗塚古墳、

長塚古墳、収塚古墳が公開されていて、普段は入ることの

できない世界遺産の古墳に登ることができました。始まる

前から多くの人が来られていてお昼には整理券が無くな

る所もあったようです。学芸員の解説や出土品実物展示も

あって登るまえからテンションが上がりました。墳丘での

案内は 10 分程でしたが、登ってみないとわからなかった

ことがたくさんありました。ほとんどの古墳は墳丘が削ら

れていたり、濠が埋没していたりですが、地中に埋もれたまま残っている部分の発掘調査によって古

墳の元の形や大きさ、濠の位置や規模が解明されたり、出て

きた埴輪などから築造された時期もわかってくるそうです。

最初に登った寺山南山古墳は墳丘が削られ、濠も埋没して

いますが、発掘調査によってわかった大きさや形の説明を

聞き、また濠が履中天皇陵古墳の外濠と一体になっていた

部分も見てきました。展示されていた墳丘から出てきた最

古級の須恵器（黒い斑点がある野焼きのもの）から履中天皇

陵古墳よりも築造が古いことが判明しているそうです。そ

の後、旗塚古墳、収塚古墳、長塚古墳に登り、発掘調査で分

かってきた形や大きさ、周濠の様子などの案内を聞きまし

た。石棺が埋まっているであろう場所に立ち、辺りを眺める

と履中天皇陵古墳の前方部分が見えるところもあって、古墳

が築造された当時の様子が浮かんでくるような気持ちにな

りました。長塚古墳は今は削られて築造当時の高さはありま

せんが、全長が 102メートルもあって他の地域に行けば巨大

古墳に値するぐらいの大きさです。多分盗掘はされていない

でしょうが、近い将来レーザーなどを使って調査ができるよ

うになればいろんなことが解明されるのではないかともい

われていました。現状では、発掘調査は破壊につながるもの

だからなるべくしないで残しておきたいという意向のもと、

地道な調査が行われているとのことでした。 

謎の多い古墳ですが、こうして登る機会があれば、また登

ってみたいと思ました。登ってみて初めて他の古墳との位置

関係を体感でき、古墳の形や大きさ、周濠の様子が実感でき

ました。復元されている部分も含めて古墳の全体像がわかっ

てくると、今さらながら古墳に対しての思いが深まったよう

に思います。 

寺山南山古墳 

旗塚古墳 

長塚古墳 

収塚古墳 



ＮＰＯ法人堺観光ボランティア協会ニュース 5月号 2022年（令和4年）4月25日発行(300号) 

 

13 

 

23 期・ぷーさんの会の勉強会の報告          【重永 均】 

 

今年 1 月からの観光ボランティア活動休止が明け

たのを機に、4月 11日（月）、河内長野市の二大寺院

を同期 8名で巡りました。 

1つ目は午前 10時ごろから約 2時間かけての天野

山金剛寺、2 つ目は午後 2 時ごろから約 1 時間半で

の遺跡（ゆいせき）本山観心寺、どちらも国宝の仏

像がある真言宗のお寺です。金剛寺は聖武天皇の勅

願により行基菩薩が開創したお寺で、南北朝時代に

は第 97代（南朝 2代）の後村上天皇が大政を執られ

た所です。2017年に国宝に指定された 313.5cmの大

日如来坐像と脇侍の不動・降三世明王の座像を拝観し、穏やかなお顔立ちに心が癒されました。 

観心寺は楠木正成及び南朝ゆかりのお寺です。境内にある建掛塔（たてかけのとう）は「楠木正成

が三重塔の建立を発願したが、途中で戦死したために未完成のものであった為にこういう名前になっ

た」と同期の一人がガイドしてくれました。また境内には標高差約 40ｍで 220段の石段をあがった 

ところにある後村上天皇陵に、全員が息切れしながらもどうにかたどり着くことができました。 

お寺巡りを終えた後、河内長野駅に戻り、堺市から続く西高野街道のほぼ終点近くの酒蔵のある 

酒屋さんへ立ち寄りました。この時期、酒屋さんで天野酒（あまのさけ、金剛寺にゆかりのお酒です）

を頂くことはできなかったので買って帰ることとしました。金剛寺、観心寺とも南朝の拠点となった

寺であったことから、南北朝時代について勉強したいとの意見が皆のあいだから出てきました。桜の

満開は過ぎていましたが、1日好天に恵まれて親睦を深める良い機会になりました。 

 

 

自転車ツアーガイド勉強会に参加して                                 【伊庭 康行】  

 

自転車ツアー研修、初めての体験でした。歩きでのガイドは経験しています

が、やはり、自転車ガイドとなると、まるで別の感覚でした。 

スタート前の車両点検や服装、ヘルメットなどから始まり、コース上の安全

確保、誘導、ペース配分、それと自転車保険など具体的なノウハウがよくわか

りました。 

約 2 時間、13km の周遊コー

スでしたが、ニサンザイ古墳、

御廟表塚古墳など徒歩では絶

対に行けない所も含め、ほぼ

百舌鳥古墳群を網羅出来ました。古墳群の全体像を知

るのには最適と思いました。 

何より、桜吹雪の中、風を切って走る疾走感は最高で

した！ 

天野山金剛寺にて 
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「利休と戦国武将 茶の湯とこころ」講演会に参加して                  【大北 修】 
  

利休について今まで 2つの疑問点がありました。

3 宗匠と言われた信長時代はどういう活躍をして

いたのか。秀吉時代にどういう理由で茶頭になっ

たのか。今回の講座で少し解消したと思いました。

信長の茶の湯政策で合戦と合戦の間に行われた茶

会が信長の政権の秩序作りに機能する武家の儀礼

となっていた中、茶頭の筆頭格でなかった利休が

台子手前の改革により利休の名が天下に知られた

事（茶話指月集では信長が秀吉に置換わっている）や利休の実施した下手の茶器であった棗(ﾅﾂﾒ)重視、

中節蟻腰茶杓(ﾅｶﾌﾞｼｱﾘｺｼﾁｬｼｬｸ)、長次郎茶碗、「見立て」「掘り出し」による道具の工夫等の茶の湯改

革を信長が後押したのでは。更に信長政権下厳しい秩序から来る閉塞感を、利休の茶の湯（侘茶）に

触れることによって信長麾下(ｷｶ)の戦国武将を解放したこと。更に彼らは利休の弟子衆となり、かつ

秀吉下の武将であった事で利休の存在を軽視出来なかったのでは。 

本講演会は、当初 2020 年 12 月開催予定がコロナの影響で今回になったことで受講する事が出来ま

した。利休に関する知識がまだまだ不十分であることも実感しました。 

 大変勉強になる機会を与えて頂きましてありがとうございました。 

 

 

「幻の陶器の里」歴史ウォークモニターガイドに参加して        【辻中 美恵子】 
 

2022年 4月 5日、待ちに待った「陶器の里」のトビラがついに開かれました。 

 「我国で須恵器が始まったのは・・・」から始まり、講師の小川さんのガイドでスタートしまし

た。小川さんの説明で、知らなかったことをたくさん学ぶことができました。日本の「やきもの」と

いえば、有田・備前・丹波などが有名ですが、なんとその「やきもの」のルーツとなる須恵器の発祥

は堺だったのです。そして、その当時の須恵器を焼いたのぼり窯（復元）を見ることができました。

須恵器は渡来人によって伝えられ、泉北の地に根をおろしました。そしてそれを焼くために 600基と

も 1.000基ともいわれる数の窯が作られたそうです。その場所が「日本書紀」にかかれた古い地名の

「茅渟県陶邑(ﾁﾇﾉｱｶﾞﾀｽｴﾑﾗ)」にあたるとのことです。行程は約 12㎞と書かれていました。私は今ま

でなまっていた身体にムチ打って参加しようと覚悟をしました。 

実際に歩いてみると、見るもの聞くものが全て新鮮

に思われ、多くの人に知ってほしいと思いました。そ

してもっともっと勉強が必要だとも感じられました。

行程を進んでいくと、川のせせらぎ、古い家屋が見

え、まわりの絶景を眺めると、私達はめぐまれた地に

住んでいると感じました。 

 講師の小川さんはじめ。いろんな所でのコンタクト

やお手配していただいた方々、本日はありがとうござ

いました。 
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フォローアップ研修を終えて                                      【和田 ゆかり】 
 

3 月 22 日 久々に 30 期が全員参加してのフ

ォローアップ研修がありました。この 1 年コロ

ナ禍で研修が中止になったり延期になったり、配

置が決まってワクワクドキドキしていると休止

になったりとモチベーションが上がったり下が

ったりと大変でした。1年を振り返り話し合い、

皆さんの配置でのエピソードや不安なことを聞

き、元気付けられたり驚いたりの有意義な時間でした。そして何より皆さん一致で思われたのは、先

輩方の温かいご指導のありがたさです。これからも引き続きよろしくお願いいたします。 

 私は 17 年前に仁徳陵に魅かれ堺に引っ越しましたが、友人も知り合いも 1 人も堺にはいませんで

した。観ボラに入ることにより初めて堺での友人ができ、しかも同じく古墳や歴史好きの方々でうれ

しい限りです。家族や友人からも「毎日楽しそう！」「生き生きしてるね」と言われます。先輩の方々、

同期の方々、本当に出会いに感謝です。 

 コロナ前は営業の仕事をしておりましたので、初対面の方とお話しすることには抵抗はないのです

が、上手に話せるかな、伝わっているかなと思うことは多々あります。回数を重ねるごとに喜んでい

ただけるガイドになるよう精進したいです。それにしても知れば知るほど堺の奥深さに探究心は尽き

ません。学ぶことの楽しさを実感しています。同期の方々と知識や情報を共有しながら切磋琢磨しつ

つ先輩方に追いつけるように、そして堺を知ってもらえるように、これからも笑顔で楽しみながら頑

張っていきたいと思います。    

 

 

「撮るさかい、見てある記」（JA 月間情報誌「CROP」）こぼれ話（その 24）  【土山 裕美】 

土の匂いと都会の風景 

 東区丈六は奈良時代の高僧行基が建てた寺に丈六（一丈六

尺＝4.85ｍ）の本尊が祀られていたことが地名の由来です。 

 北野田駅から北東に進むと次第に農地が広がり、まっすぐ

に伸びるあぜ道は里山の風情。農作業中の男性が採れたての

ほうれん草を袋に詰めてくださるという、思いがけないご厚

意に感謝しながらのんびりと歩きました。土の匂いと草の香

に浸りながら深

呼吸。と、そこに

聞こえてきたの

は電車の走行音！すぐそばに南海高野線の線路があること

にビックリ。そういえば駅からさほど歩いていなかった、と

あらためて気づきました。ふり向けば駅前の高層マンショ

ンが近くに見えるではありませんか。かつて取材で訪れた

農地のある地域では目にしなかった景色。都会と農村が共

存する魅力的な町です。 

東区丈六(2020 年 4 月号掲載） 

丈六 ほうれん草畑 

   南海高野線 
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≪知って得する堺の偉人 その 10≫ 

三丘会館（現在は旧三丘会館）を設計した戦前を代表する建築家 久野節   【福井 洋子】 

 

明治末期から昭和前半にかけて、多くの名建築を設計した久

野節（くの みさお）は、1882年（明治 15年）2月、元岸和田

藩士の長男として生まれた。堺市甲斐町東に住み、1900年に堺

中学校１期生として卒業、1907年に東京大学建築学科を卒業し

ている。その後千葉県技師を経て、鉄道省の初代建築課長に就

いた。1924年 8月からは１年間にわたって欧米に派遣され、ホ

テルや駅舎建築の視察も行った。多数の駅舎や鉄道工場の設計

に携わり、難波駅併設の南海ビルディングや近鉄宇治山田駅の

設計も手掛けている。 

堺における業績としては、大阪府立三国丘高校に現存する 1934年竣工の三丘会館（現在は旧三丘会

館）の設計がある。「図書館機能を有した記念会館を」と、1932年 9月に同窓会誌『三丘』での提唱が

建設のきっかけとなり、昭和天皇陛下行幸を記念して建設機運が高まったようだ。１階を図書室、2階

は同窓会用の部屋等に使われた。1975年に母校創立 80周年記念事業として１階に資料室、120周年記

念事業でも整備された。2 本の円柱を持つ玄関ポーチ、大きな縦長窓を備えた階段室などに特色があ

り、「インターナショナルモダニズム建築の特色を示す」ものとして歴史的価値が認められ、2000 年

（平成 12年）に府立学校として最初の登録有形文化財に認定された。（参考資料 三丘 120年誌） 

 

 

大仙公園・日本庭園研修に参加して                        【瀧川 純子】 

 

 4 月 12 日、初夏を思わせるような陽気の中、28･29 期生対象に日本庭園研修が行われました。講師

はこの庭園に携われた野杁先生でした。先生からまず説明を受けたのは、設計者の中根金作氏は、「日

本庭園の原点は中国にある」という考えの元、神仙思想を取り入れてこの公園を設計したというお話

でした。さらに、池の周りの木々は池が美しく見えるよう植えられ管理されていること、また水の中

の岩や石に至っては立てる水音まで計算し配置されていることなどを教えていただきました。この公

園を開園から見守り、隅々まで熟知されている先生のお話は濃く、勉強になる事ばかりで時間を忘れ

るほどでした。野杁先生が、「名庭園には決まって名前が付いているが、この庭園にはまだ名前がない。

皆さんのご尽力でなんとか名前を付けて

ほしい」ともおっしゃられていたのが印象

的でした。今月から、日本庭園ではボラン

ティアによる庭園ツアーと呈茶が始まり

ます。この素晴らしい日本庭園をもっと多

くの人々に知っていただき、いつの日にか

名前が付くきっかけになればと、気持ちを

新たにした一日となりました。 
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≪My 堺観光スポット series 5≫ 

堺市内にある万葉歌碑 （私の大好きな万葉集）            【中西 美恵子】 

万葉集は最古の歌集であり、全 20巻 4516首ある。堺市内には万

葉歌碑の建立されている所が 6ケ所あり、その内の 4カ所を紹介。 

仁徳天皇陵西側にある仁徳天皇の皇后、磐姫が詠んだ歌 「在り

つつも君をばまたむ うち靡く 我が黒髪に霜の置くまでに」巻

2-87 一途に天皇を思い情熱的な歌を詠んだ皇后、しかし最期ち

ょっと淋しい結末。Ｈ7 年 5 月に建立された除幕式で国文学者の

犬養孝さんは「天皇様、皇后様がおそばに来られてよかったです

ね」とお話しされたそうだ。その後、Ｈ19年 6月色紙状の歌碑 4基

が追碑され 5 基となった。一連の磐姫皇后の歌は万葉集巻 2 相聞歌の巻頭に載っている。万葉集を学

んでいるお客様を案内した時、皆さんといっしょに朗誦した。方違神社門前に三国の地名を詠みこん

だ天明 3 年 3 月建立のとても古い歌碑がある「三国山 木末に住まふむささびの 鳥待つごと 我待

ち痩せむ」巻 7-1367 大浜公園蘇鉄山の頂上にはＨ23 年 6 月建立の歌碑。「旅人の宿りせむ野に霜降

らば あが子はぐくめ天の鶴群」巻 9-1791 遣唐使となり異国へ向かう我が子を思う母の歌。そして

浜寺公園内にはＨ20年 4月「大伴の高師の浜の松が根を 枕き寝れど家し偲はゆ」巻 1-66 昔から白

砂青松の高師の浜と歌われた地に他所より移設された。この 4カ所はガイドの時にご案内しているが、

他の 2カ所は個人の地にある。 

万葉集は難解で敬遠していたが同期入会のＳさんから万葉集の面白さを教わりすっかりはまってし

まった。これからも万葉歌の歌われた地、万葉故地を訪ねたいと思う。 

参考文献 萬葉二千三百碑 万葉の大和路を歩く会 

 

堺市役所新人研修                            【川上 由】 

4月 14日、15日、21日、22日の 4日間にわたって、堺市役

所新規採用職員の新人研修の一環として、我々観光ボランティ

アが堺市内の観光スポットを案内しました。 

 延べ 200名以上の人数を、川上相談役、木村監事、若槻さん

の三人で、一組 10人づつに分かれた新人の方に、4日間午前と

午後、環濠内は勿論大仙エリアまでを案内しました。研修とい

うこともあり、真剣な研修生の前で、ガイドも力が入って案内

が続きました。「こんなに観光スポットがあるとは思わなかっ

た。」「堺に住んでいて、堺

のいいところを初めて知

った。」「知り合いに自慢し

たい」等、うれしい言葉が

返ってきました。 

ガイドの皆さん、本当にお

疲れ様でした。 

仁徳陵側の磐姫の歌碑 
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日 曜 行       事 時 間 場    所 

（

新型コロナウイルスの感染拡大状況により 

変更になる可能性があります。ご留意ください。 

 

☆ 2022（令和 4）年 5 月度 月間予定表 



＜会員の活動実績＞ ＜来客数実績＞

237

169 一般

68 学童・先生

定点 定点案内所活動数 264

ガイド 事務局・ガイド活動数 93

活動 展望ロビー・学童ガイド活動数 0

    小     計 357

36

会議・研修会・勉強会参加者数 39

イベント参加者数 2

打ち合わせ他参加者数 160

    小     計 201

594

開催日 その他活動の主な内容

3月7日 運営委員会・（PCメール）

3月15日 堺観光情報連絡会・堺市役所

3月18日 部長会・堺市総合福祉会館 当協会の創設(平成7年4月) 

　

3,014

60

会員活動合計（定点ガイド活動+ツアーガイド+その他） 文化財特別公開など

3,074

定点ガイド合計

0

3,014
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以来の案内人数合計

定点ガイド合計

ツアーガイド合計

3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

87

291

285

1,133

32,485

大仙エリア

南宗寺

221

397

0

2022年3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

さかい利晶の杜

 ﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞ：ガイド担当者・打合せ者数

276

19

山口家住宅

218

自転車博物館

伝統産業会館

0

106

0

2,635,288

その他

ミニツアー

編 集 後 記
見事に咲いていたサクラも、葉桜になってきました。これから新緑が眩しい季節になり、

軽装ででかけたくなりますね。協会活動も再開され、ゴールデンウィークには来堺のお客

様を安心・安全に迎える事ができるように、新型コロナウイルス感染防止対策を継続し、

健康でガイド活動等、会員の皆様と一緒に頑張っていきたいと思います。

禅語に『我逢人(がほうじん)』人と人が出会うことの尊さを三文字で表した言葉があり

ます。自分とは異なる何かを持って生きている人と出逢い、何かを生み、自分を成長させ

る種となり、影響しあい、信頼が生まれ、成長していける、私も協会会員の方々とそんな

関係を築いていければ、嬉しく思います。お客様との出会いもきっと、学びあることを見

つけられると思うと、ガイド活動も研修会等もワクワクドキドキ楽しみになります。笑顔

いっぱいで、来堺のお客様をこれからも心よりお待ちしております。

【八木 さおり】


