
○「日本人の心・視て歩き」開催実績表

開催
回数

西暦年月日 行き先　 案内者 　訪ねたところ

1 1999/4/16 奈良 名 東大寺と興福寺

2 1999/9/12 奈良 名 西ノ京

3 1999/7/22 奈良 名 橿原考古学研究所付属博物館

4 1999/10/6 奈良 名 奈良国立博物館

5 1999/12/2 奈良 名 頭塔

6 2000/2/20 京都 名 京都国立博物館と三十三間堂

7 2000/4/26 奈良 名 新薬師寺と高畑界隈

8 2000/6/14 奈良 名 西大寺

9 2000/8/16 奈良 名 奈良国立博物館―国宝中宮寺菩薩像

10 2000/10/11 奈良 名 法隆寺

11 2000/12/13 京都 名 神護寺

12 2001/2/14 大阪 名 近つ飛鳥博物館

13 2001/4/11 京都 名 宇治

14 2001/6/13 奈良 名 浄瑠璃寺

15 2001/8/25 大阪 名 ワッハ上方

16 2001/10/17 京都 名 醍醐寺

17 2001/12/5 大阪 名 大阪市立天王寺美術館―天神様の美術

18 2002/2/13 奈良 名 天理参考館と丹波市

19 2002/4/24 奈良 名 奈良国立博物館―大仏開眼１２５０年

20 2002/6/12 大阪 名 大阪歴史博物館―飛鳥・藤原京展

21 2002/10/19 京都 名 東寺

22 2002/12/11 京都 名 太秦広隆寺/太秦広隆寺、蛇塚古墳、木島神社（蚕の社）

23 2003/2/9 奈良 名 奈良国立博物館―新春国宝展

24 2003/4/16 京都 名 京都国立博物館―空海と高野山展

25 2003/5/14 大阪 名 川口居留地跡と九条界隈

26 2003/6/12 大阪 名 国立民族学博物館（曼荼羅展）と万博公園

27 2003/7/30 奈良 名 奈良国立博物館―インド、パキスタン彫刻展

28 2003/9/18 大阪 名 住吉大社

参加
者数
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参加
者数

29 2003/11/26 京都 名 清水寺と歌の中山

30 2004/5/20 奈良 名 奈良国立博物館―法隆寺、日本仏教美術の黎明展

31 2004/6/16 奈良 名 法隆寺界隈（斑鳩町西部）

32 2004/7/14 大阪 松本 名 星空に親しむー大阪市立科学館

33 2004/10/14 奈良 富岡（滋賀） 名 纏向遺跡

34 2004/11/18 大阪 名 大阪歴史博物館―古代都市誕生

35 2004/12/10 大阪 名 大阪くらしの今昔館と天満宮

36 2005/2/16 奈良 天野精一 名 そうめん山本麺ゆう館と大和ハウス工業総合技術研究所

37 2005/3/17 兵庫・神戸 伊藤良一 名 UCCコーヒー博物館

38 2005/5/19 大阪 名 毛馬閘門と洗堰

39 2005/7/27 大阪 松本 名 東洋陶磁美術館／東洋陶磁のコレクションとして世界第一級の旧「安宅コレクション」
を中心に、中国・朝鮮陶磁を、ボランテイアガイド（二人）の案内・説明で鑑賞。      世
話役交代

40 2005/9/12 奈良 岡田 名 当麻寺・竹ノ内街道
41 2005/10/13 奈良 山岸清太郎 17 名 竹之内街道と竹之内集落・当麻寺／コース：磐城駅→長尾神社→竹之内集落→綿引

塚→菅原神社→当麻寺→相撲館→当麻寺駅

42 2005/11/24 京都 松本 名 京都大学・吉田山・金戒光明寺
43 2006/2/1 滋賀 仲井 名 長浜盆梅展／「湖北長浜散策」長浜城歴史博物館、　北国街道安藤家、黒壁スクエ

ア、慶雲館、長浜浪漫ビール

44 2006/4/19 奈良 半場 名 飛鳥・高松塚古墳・石舞台古墳・酒船石／高松塚・高松塚壁画館・鬼の俎板・鬼の雪
隠・天武持統陵・石舞台・飛鳥寺・入鹿首塚・飛鳥資料館・（亀石石造物・酒船石）

45 2006/5/18 大阪 岡田忠彦 名 葛井寺・道明寺・古市古墳群

46 2006/7/6 松本 名 仏像勉強会

47 2006/9/29 大阪 富岡正美 名 今城塚古墳

48 2006/11/29 京都 赤尾庄司 名 清凉寺（嵯峨釈迦堂）・寂庵・愛宕念仏寺

49 2007/4/18 大阪・河内長野市 岡田忠彦 名 観心寺（国宝　如意輪観音坐像）

50 2007/6/1 京都 名 相国寺　若沖展

51 2007/8/3 大阪・堺市 伊藤義麿/ガイド 名 百舌鳥古墳群　大山古墳・堺市博物館

52 2007/9/27 奈良・天理市 ガイド/富岡正美 名 黒塚古墳　山の辺の道・大和神社

53 2007/10/29 大阪・箕面市 仲井 名 箕面公園
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54 2008/2/28 京都・京田辺市 早野 20 名 観音寺・壽宝寺・同志社大学／京田辺の寿宝寺・観音寺・同志社大学考古学資料館・
継体天皇綴喜の宮

55 2008/3/21 大阪 大松 19 名 泉布館・藤田美術館／桜の宮近辺探索。泉布観・藤田美術館など

56 2008/6/5 奈良 山岸 17 名 法華寺・佐紀盾列古墳群／左紀盾列古墳群をめぐり、法華寺の秘仏「十一面観音立
像」を拝観

57 2008/7/18 奈良 　　　　－ 10 名 奈良国立博物館で開催中の「法隆寺金堂展」で日本最古の木造四天王立像などを拝
観

58 2008/9/5 京都・宇治 赤尾庄司 19 名 宇治興聖寺を訪ね、本堂や座禅堂などの諸殿を案内され説明を聞く。その後国宝で
世界遺産の宇治上神社を参拝。源氏物語千年紀にちなんで、源氏物語ミュージアム
を参観する。

59 2008/10/30 奈良・宇陀市 早野明 13 名 女人高野室生寺を訪ね、国宝・重要文化財の諸仏や五重塔などを拝観。

60 2009/3/6 京都 赤尾庄司 9 名 隋心院・醍醐寺三宝院

61 2009/7/3 京都 赤尾庄司 24 名 西本願寺・渉成園・宮川町

62 2009/10/23 奈良・桜井市 早野明 5 名 聖林寺・安倍文殊院

63 2009/11/20 大阪 伊藤・石井 17 名 大阪レトロ館めぐり

64 2010/2/18 兵庫・伊丹市 河野廸夫 27 名 小西酒造（長寿蔵・富士山蔵）、史跡有岡城跡／小西酒造・有岡城址・みやのまえ文
化の郷・柿衛文庫・伊丹市立美術館　　みやのまえ文化の郷（旧家２件）、柿衛文庫、
市立美術館

65 2010/3/25 京都市 森原勝司 22 名 高瀬川沿いに　坂本龍馬ゆかりの地を訪ねる。木戸光充寓居跡、山形有朋邸跡、京
都ホテル（木戸光充銅像）、高瀬川一之瀬、　佐久間象山、大村益次郎遭難の碑　池
田屋事件跡、瑞泉寺、古高俊太郎寓居跡、　坂本龍馬・中岡慎太郎遭難の碑

66 2010/5/18 奈良市 山岸清太郎 25 名 平城宮跡／平城京跡・奈良町をあみだくじ奈良町をあみだくじで瑞泉寺へ・元興寺極
楽坊・吉備真備墓・頭塔　璉城寺へ　　（裸形阿弥陀如来立像拝観）　元興寺極楽坊、
吉備真備墓、頭塔

67 2010/7/14 滋賀・守山市 9 名 佐川美術館へ／　（平山郁夫館・佐藤忠良館・楽十五代館）
68 2010/9/30 奈良 松本忠三郎 13 名 法隆寺・中宮寺

69 2010/11/27 京都市 森原勝司 38 名 京都東山沿いに坂本龍馬ゆかりの地を訪ねる/八坂神社・円山公園・長楽寺・寧々の
道・高台寺・霊山観音・京都霊山護国神社・坂本龍馬の墓・霊山歴史館
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70 2011/2/16 大阪市 20 名 カネカクラブで会計報告を兼ね懇談会。/終わって伊藤義麿さんの案内と解説で,大同
生命本社前に展示されているブルーデルノの彫刻「自由」を見学後、頼山陽生誕の地
碑を経て市立科学館へ。市立科学館副館長加藤賢一プラネタリューム「星空へのパス
ポート」を見学後、加藤副館長の案内で展示場を見学/大西道一さんが高校生の時
作った手製プラネタリュームを特別見学。

71 2011/4/8 京都 赤尾庄司 16 名  泉屋博古館は住友家が蒐集した美術品を保存・展示している。哲学の道で  特に別
子銅山で財を成したことから、中国殷・周時代の青銅器は世界的な桜見物　 コレクショ
ンとして有名。　法然院　 由良さんの斡旋で、学芸員からこの美術館の由来について
説明を聞き、特別展　「書斎の美術」を案内・解説してもらう・　ついで、ボランテイヤガ
イドの案内で、中国青銅期の時代展を見学。　 その後、桜の名所「哲学の道」と道沿
いの法然院を散策する。

72 2011/5/6 京都 赤尾庄司 25 名  京都蹴上浄水場　躑躅　特別公開を見学。疎水インクライン跡を見学後、森原さんが
ボランテイヤ活動をしている国際交流協会で休憩。国際交流協会　　琵琶湖疏水記念
館　　琵琶湖疏水記念館では、館長さんから琵琶湖疏水についての説明後ビデオで
疎水の計画と建設、果たした役割、京都の三大事業、疎水の現状を視聴。南禅寺境
内では、京都で唯一水が北へ流れる疎水を確認。　いずもや　有志により四条大橋西
詰「いずもや」で盛大に夕食会（21名参加）

73 2011/9/28 京都市 松本忠三郎/島崎節
夫

23 名 御陵を参拝したが、真の桓武天皇陵は果たしてどこにあるのか？/　豊臣秀吉が築城
徳川家康が再建　徳川家光が廃城後/明治天皇・同皇后の御陵となる。/隣に、明治
天皇に殉死した乃木大将を祀る神社があり参拝。/明治維新の幕開けとなった鳥羽伏
見の戦いの現場で、島崎さんから、御香宮にたてこもる薩摩・長州勢と、通りをはさん
だ伏見奉行所の幕府軍（含む新撰組）との戦いの様子について説明があり。/希望者
により、伏見の酒蔵「鳥せい」で焼き鳥をさかなに一杯。（２１名参加）

74 2011/10/14 奈良市 山岸清太郎 15 名 東大寺文化センター　10月にオープンして三月堂のすばらしい不空羂索観音立像及
び　日光・月光菩薩立像が展示され拝観する。/興福寺国宝館　阿修羅像が各地の展
示会で好評だったので、国宝館の展示方法を一新した展示場を見学、展示の素晴ら
しさに驚嘆する。/運慶工房作の無着・世親像は肖像彫刻の最高傑作といわれ拝観す
る。/純和風建築でパイプオルガン演奏中の聖公会教会内部を山岸さんの案内で特
別拝観する。

75 2011/11/22 京都 赤尾庄司 26 名 太秦広隆寺　国宝の弥勒菩薩半跏思惟像をはじめ諸仏像を拝観する。/紅葉狩　大
覚寺・大沢の池周辺を散策し、秋の京都奥山の風情を楽しむ

76 2012/2/28 京都 赤尾庄司 24 名 「京都北野天満宮の梅苑と京都御苑の梅林」

77 2012/3/28 京都・乙訓郡 高塚昌倶 23 名 「大山崎山荘美術館、大山崎町歴史資料館、　サントリー山崎蒸留所」

78 2012/5/25 大阪・大阪狭山市 岡田忠彦 11 名 「狭山池と狭山池博物館」
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79 2012/9/8 大坂・高槻市 島崎節夫 18 名 「いましろ　大王の杜」

80 2012/10/11 京都 森原勝司 23 名 「平清盛を歩く（京都東山ルート）」

81 2012/11/21 奈良・生駒郡 高田利雄 13 名 「信貴山、生駒山 へ 紅葉狩り」

82 2013/3/6 大阪 伊藤義麿 19 名 大阪船場にある歴史的建物や旧跡を訪ねる。　　　世話役交代

83 2013/4/26 京都 森原勝司 29 名 NHK大河ドラマ「八重の桜」に因み新島譲・八重夫妻のゆかりの京との名所を訪ねる

84 2013/9/10 奈良・橿原市 山岸清太郎 18 名 橿原市今井町の街並み散策

85 2013/10/2 京都・木津川市 松本忠三郎 21 名 岩船寺、浄瑠璃寺拝観と当尾の里石仏めぐり

86 2013/10/31 奈良 高田利雄 23 名 奈良の大仏様とならきたまちの散策

87 2013/11/18 京都 赤尾庄司 15 名 京都・大原の里と寺院巡り

88 2014/4/3 兵庫・川西市 藤尾征成 15 名 清和源氏発祥地である北摂の多田神社及び多田銀銅山をめぐる。

89 2014/5/7 大阪 森原勝司 17 名 ”大坂の陣”４００年にちなみ、大阪城から玉造の間の豊臣秀吉、真田幸村等に関する
史跡や寺院・神社等を巡る。

90 2014/6/6 大阪 伊藤義麿 19 名 前回の続きとして、大阪市内の”大阪の陣”にちなんだ史跡や、見学コースにある歴史
的な史跡も併せて見学（吉祥寺、真光院、愛染堂、大江神社、泰聖寺、安居神社、四
天王寺、一心寺、天王寺公園、茶臼山を巡り、新世界の串カツ屋で打ち上げ

91 2014/9/29 奈良・明日香 島谷幸雄 21 名 「財団法人古都飛鳥保存財団」の飛鳥応援大使を勤めておられる島谷幸雄さんと飛
鳥京ボランティアｶﾞｲﾄﾞ（福西久男さん）の案内で、日本の歴史の発祥の地ともいえる明
日香の村と遺跡（甘樫の丘、埋蔵文化財展示室、飛鳥坐神社、飛鳥寺、入鹿尾の首
塚、飛鳥板蓋宮跡、橘寺、石舞台）を巡りました。

92 2014/10/29 京都・長岡京市 児島敏夫 22 名 児島敏夫さんの案内でサントリービール工場見学と長岡京の歴史スポット（中山修一
記念館、恵解山古墳、勝龍寺公園）を巡りました。

93 2014/11/21 滋賀・近江八幡市 島崎節夫 13 名 島崎節夫さんの案内で、近江商人の故郷、また豊臣秀次が開いた町として有名な近
江八幡市の歴史的な街並みや史跡を見学（朝鮮人街道、市立資料館、旧西川邸、八
幡堀、八幡山山頂、日牟禮八幡宮、ヴォーリズ記念館（外観のみ）、アンドリュース記念
館等）

94 2015/4/17 和歌山・九度山 森原勝司 14 名 森原勝司さんの案内で、来年のNHK大河ドラマ「真田丸」を先取りして、和歌山・九度
山に、真田庵を訪ねるとともに、九度山町の街並みを散策。また、世界遺産であり、高
野山開祖の弘法大師ゆかりの慈尊院にも参拝

95 2015/5/11 京都・洛北 赤尾庄司 25 名 赤尾庄司さんの案内で京都洛北を、地下鉄「国際会議場」駅から「妙満寺」→「円通
寺」→「深泥池」→「太田神社」→「西村家」と巡り、最終は今年式年遷宮 を迎える「上
賀茂神社」を訪れました。洛北の風景や花を楽しみながらの約５ｋｍ弱の散策でした。
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96 215/6/12 書写山・姫路城等 上田　 稔 11 名 上田稔さんの案内で姫路の書写山（西の延暦寺と言われる）、姫路城内の好古園及
び改装なった姫路城を訪ねました。書写山は姫路市ボランティアガイドの黒田訓起（ﾖ
ｼｵｷ）さんに案内いただきました。

97 2015/9/4 日吉大社と里坊 貴堂雅路(奥様) 17 名 今回は、カネカの滋賀工場がある滋賀県の坂本の街へ。坂元町は、比叡山延暦寺・
日吉大社の門前町として古くから栄えた町です。滋賀支部会員の貴堂雅路さんの奥
様が地元でボランティアガイドをされているとのことで、当会も案内役をお願いすること
にしました。旧竹林院、日吉大社、滋賀門跡などなかなか見ごたえがありました。

98 2015/13/23 大和郡山 山岸清太郎 14 名 奈良在住の山岸清太郎さんの案内で、大和郡山の街並みを巡りました。、歴史を感じ
させる古い建屋、寺社、歴史遺跡が多く、盛りだくさんでしたが、予想よりも時間がかか
り予定していた最後の三か所は断念し、近鉄「郡山」駅から西大寺に移動し、飲み会
に。 

99 2015/11/20 堺 伊藤義麿 16 名 伊藤義麿さんとボランティアガイドの石井さんの案内で「堺の繁栄と衰退を考える」を
テーマに、堺市内の名所旧跡を巡りました。(石井さんには過去にもお世話になってい
ます。）堺市庁舎、土居川公園、妙国寺、堺伝統産業会館、戎公園、菅原神社、大小
路、与謝野晶子生家跡、さかい利唱の杜、千利休屋敷跡、宿院頓宮、開口神社等。

100 2016/3/25 大阪市内 森原勝司・伊藤義麿 26 名 人気の朝ドラ「あさが来た」ヒロイン広岡浅子のゆかりの地を巡る企画をしたところ、26
名もの参加を得ました。先ずはカネカクラブに集合、事前の説明・紹介を行い、クラブ
の近くにある大同生命大阪本社ビルに特別展示『大同生命の源流　加島屋と広岡浅
子』を見学することからスタート。懐徳堂、大阪市立愛珠幼稚園を通り、適塾へ。さらに
大阪慶応義塾記念碑を見ながら大阪金相場会所跡と大阪商工会議所の五代友厚像
等を見学、最後に大阪企業家ミュージアムへ。

101 2016/4/15 京都・二条城周辺 森原勝司 20 名 久々に森原勝司さんの案内で京都・二条城近辺を散策。二条城、神泉苑、二条陣屋
をめぐりましたが、二条陣屋の建物は大変興味深いもので1000円の入場料を取られま
したが一見の価値あるものでした。帰りは本能寺に立ち寄り信長公のお墓にお参りし
たあと飲み会へ

102 2016/5/13 奈良・天理市 山岸清太郎 18 名 一般に天理は“天理教の町”と思われているようですが、今回は天理教関係だけでな
く、別の顔も視て歩きました。

103 2016/6/17 京都・宇治 森原勝司 15 名 京都宇治方面に黄檗宗萬福寺と三室戸寺を訪ねました。
104 2016/9/26 比叡山延暦寺 貴堂雅路夫妻 12 名 今年3月の「あさが来た」－大阪市内巡り－で100回になりましたが、これを記念してこ

れまでに出かけていない比叡山延暦寺を朝からの行事を企画し貴堂ご夫妻の案内で
訪問しました。
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105 2016/10/29 兵庫県三田市 加門靖男 12 名 三田の町は三田城の城下町として発展してきましたが、織田信長の海戦部隊として石
山本願寺攻略戦において第二次木津川口の戦いで鋼鐵で外板を覆った鉄鋼船を用
いて毛利(村上）水軍を破ったことで有名な九鬼水軍一族が、徳川初期に志摩国鳥羽
から移封され、以来幕末まで九鬼氏が統治してきました。特に最後の藩主・九鬼隆義
は先進性に富んだ人物で、幕末から明治にかけて川本幸民、九鬼隆一、白洲退蔵、
白洲次郎等を輩出しています。これら先人に関連する史跡をめぐりました。

106 2016/11/11 京都 花園・御室 田中孝 13 名 本年度最後の「日本人の心視て歩き」は、紅葉も頃合いの京都で本社支部・田中孝さ
んの案内により花園・御室地域に妙心寺、仁和寺などを中心に巡りました。法金剛院、
今宮神社、長泉寺（兼好法師のゆかりの寺）、オムロン創業記念碑、野々村仁清の窯
跡石碑、田中さんの生まれ育った花園・御室の古墳時代から昭和までの足跡をめぐり
ました。


