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受付前の早朝から、多くのお客様が拝観 

～ 10月 17日～31日、2年ぶりの長命寺本堂内陣特別公開でのガイド～ 

 寒さが始まった 17日から、長命寺の内陣および 2枚の曼荼羅が公開され、 

多くのお客様を案内しました。最終日までの合計で８８３名の方々が入陣さ

れました。 初めて担当されたガイドに感想をお聞きしました。 〈広報部〉

       長命寺本堂内陣特別公開のお手伝いをして        山本潔

「地元民ですが初めてです、ガイドをお願いしま

す」と。私の拙い説明を聴きながら御前立観音像の

前まで来た時、深く礼拝されました。すると「…観

音様の表情が、心にささります。じつは今年、妻を

亡くしました。直前まで何の予兆もなかった。朝い

つものように二人それぞれの職場に出かけて…、 

午後妻の職場から電話があり、“倒れた”と、そのま

ま逝きました。びっくりです。突然いなくなったの

で… 今は少し落ち着きました…。こう仏像を見て

力を受けます。去年の私では考えられませんが、い

ま西国三十三ヵ所巡りしようかな…」そういって涅

槃図や仏をひとつひとつ丁寧に見ておられました。 

私も仏像の見方を教わった気がします。 

            

西国三十三所草創１３００年特別公開をガイドして    坂倉直人 

今回の公開で本来知るべき事象を顧みるとき、あ

まりにもうわべのみの軽薄さであったことに赤面を

覚えてしまいました。聖徳太子との関連もあり、協

会のガイド事業に参加しました。神代皇代大成経の

聖徳太子伝（宮東斉臣編）現代風翻訳を読み、大臣

武内宿禰から聖徳太子の演義を垣間見、マニュアル

を片手にご参加の皆様に説明をし、反応を見させて

頂きました。廃仏毀釈のお寺から預かる重要文化財

級の多数の仏・観音・四天王像ほかが納められてお

り、博物館の様相に皆様大変喜んで頂けました。小

生にとりましても実践での知識を得られたことに感

謝しております。合掌。 
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(1) 

納涼祭を始め、なかなか協会の会員どう

しの親睦が図られなくなった中、10月 15日

に初めての親睦グラウンドゴルフ大会が、

市営運動公園で開催されました。30名もの

参加者がありました。初めてスティックを

持つ方は、経験者から教えを受けながら、ワ

イワイ・ガヤガヤと楽しくゲームが進んで

いきます。終盤に入るとコツを掴んで、カキ

ーンと冴えた音が青空に響きました。成績

は、里さんがスコア 56打で見事優勝、2位

に出口さん、続いて川瀬さんと辻さんが同

打で 3位に入りました。『久し振りでとても

気持ちがよかった』『なかなか運動する機会

がないからよい運動になった』『外で皆とワ

イワイ言いながら遊ぶことは、リフレッシ

ュできてよい』『こんな機会をまたつくって

欲しい。事業部頼むで！』今後とも実施し

ていけるよう検討していきます。（事業部記） 

～協会親睦グラウンドゴルフ大会～ 里さん、初代チャンピオンに輝く 
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安土小学校 6年生による社会科見学支援ガイドについて  

今回初めて安土

小学校のガイドを

することになりま

した。 

6年生 101名が、

安土山コース、八

幡山コース、八幡堀コースに分かれて、社会科見学

をするという内容で、10月 1日に安土小学校で先生

方と事前打合せを行い、8日の当日を迎えました。 

八幡山コースは、33名が安土小学校より自転車で

近江八幡図書館まで来られ、そこでガイド 3 名と合

流し、9 時半から約 2 時間弱 3 班に分かれて徒歩で

八幡山に登り、山頂ガイドをしました。 

八幡堀コースは、38名が同じく安土小学校より自転

車で日牟礼八幡宮楼門まで来られ、学校から市に許

可を取っていただいた慰霊殿空き地に駐輪し、3 班

に分かれてガイド 3 名で八幡堀を中心に旧西川家住

宅、資料館に入館し、白雲館などをめぐって戻ると

いうコースで案内しました。また、学校からの要望

で途中約 20分間、班毎に新町浜、白雲橋、日牟礼八

幡宮楼門前の 3 か所でそれぞれスケッチをしてもら

いました。 

 社会科見学のあ

と、学校で自分新聞

のようなものを作成

するとのことでした。 

なお、生徒より事

前に質問事項の資料

をいただいたのですが、その内容は、たとえば「八

幡堀の見どころはどこですか？」など答えられそう

な質問のほか、「八幡堀を作った費用と掛かった年数

は？」など正確には答えられない質問もあり、それ

を少し意識した案内を心掛けましたが…。 

今回を機にまた継続してきていただけたらと思い

ました。             〈ガイド部記〉

八幡小学校４年生総合学習「よみがえる八幡堀」をガイド  髙田和美 

10 月中旬というのに日中は 30 度を超える夏日の

10 月 11 日（月）八幡小学校総合学習「よみがえる

八幡堀」が実施され、今回初めてガイドさせていた

だきました。今回、子ども達は夏休み明

けの９月から、社会科の授業で事

前学習をしてきたそうです。案

内中は、一生懸命に話を聞い

てくれました。歩いている時

はいろいろ話し本町橋から遊

歩道に入ってすぐ、背割り排

水が見えるトンネルも見つけて

くれました。かわらミュージアムから

学校への帰り道はお昼が近くなり『お腹空いた』『今

日はハンバーグ』『近江牛のメニューもあるよ』など

子どもらしい声でしたが最後までしっかり歩いて

さすが４年生だと感心しました。そんな子ども達に

今回の感想を聞いてみました。 

『かわらミュージアムにまた行って、中に入ってみた

い！』『八幡堀の道を歩いた事がなかったので、また歩

きたい！』『八幡堀を綺麗にして、昔の人みたいに

泳ぎたい！』『八幡堀を綺麗にする為に、いろ

いろ他に方法はないのか考えて欲しい』

など。お腹が空いて疲れているのに、

いろいろな感想を教えてくれた皆さん

にとても感謝しています。私が子ども

の頃の昭和５０年頃は八幡堀が最も汚

れていた頃だったので小学校で「汚染

水」の採取に八幡堀に行った事を覚えて

います。そこから思うとまさに『よみがえる

八幡堀』ですが、もっと綺麗な八幡堀になるのを

子ども達も願っているようです。今回も沢山の先

輩方にお世話になりながら、なんとか無事に案内

できた事、深く感謝しております。                                    

(2) 

来年もぜひ参加させていただきたいです。 
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秋桜（コスモス）には、突き抜ける青空が似合う 

～JRふれあいハイキング「野田のコスモス畑を散策」ガイドレポート～ 

 200 万本のコスモス達は、今年もお客様・ガイド

を待っていました。JRふれあいハイキングの中でも、

人気のあるコスモス畑散策ガイドが今年も実施され、

10月の 2日・9日および 16

日に、それぞれ 15 名・41

名・23 名のお客様をお迎

え・ご案内しました。いず

れも、汗ばむほどの陽気の

中、左右に見え隠れする

山々を説明しながら、野田

町へ。昨年よりは植えつけ

本数が少なくなったとはい

え、到着されるやいなやそ

の花園の壮観に一斉に感嘆

の声。待機していた事業部

の方の支援により、切り花

包みのサービスには多くの感謝の声もありました。

たまたま出会った子どもさんに、花先の花びらを 

1 枚飛ばしに抜いて、ヘリコプターにして飛ばしま

したら大いに喜ばれました。 

 花畑を後にして、篠田神社で「和花火」を説明し、

うっすら汗をかいて、解散場所の駅南口に着きまし

た。 

 

☺ 馬淵在住なので、バイクでいけな 

 いことはないが、今日は天気がいい 

  ので急に参加を思い立った。 

☺ 昨晩、びわこ放送を見て、その綺 

麗さをこの目で確かめたくて参加。 

☺ 栗東から。滋賀のイベント紹介の 

I/Nで探してきました。JRふれあい 

ハイキングは、比較的健脚コースが 

多いが、このコースはさほどでもな 

く、参加を決意しました。  

☺ コスモスには圧倒されました。 

想像を超える迫力でした。 などなど。 

（広報部記）

 八幡堀の石垣には“胴木”が敷設  平松清廣 

  

石垣は、盛り土または既存の斜面に段状

の切り目を施し（切り土）、底にあたる根元に溝

を掘って（根切り）、根石（ねいし）を置き並べ、

砂利や割栗石という小さく砕いた石を積み石

と斜面の間に詰めながら（裏込〈うらごめ〉）

石を積み重ねてつくり上げます。 

 しかし、平地で弱い地盤であっ

たり、特に、水堀をめぐらせる場

合、周囲の地盤は水分を多く含ん

だ砂や粘土の層になってしまいます。

たとえ、石垣の底辺である「根石」をし

っかりと敷き詰めたとしても、この根石がバラバラ

に沈下（不等沈下）してしまうと、ズレが起こって

崩落につながってしまいます。 

地盤の軟弱な低湿地に石垣を築く   

場合は「胴木（どうぎ）」と呼ばれ 

る太い丸太材（皮をはいだだけの材

木）などの上に根石を据えるこ

とが多く見られます。 

この胴木には、脂を多く含んで水に強

く、粘り気があって折れにくい「松」 

  が最適とされています。 

胴木そのもののズレ防止のために、丸太を敷いた

り杭を打ったりして固定したら、この胴木の上に

根石を据えていくのです。 

  胴木には石垣全体の荷重がかかるため、その荷重

を分散するために梯子（はしご）のような形に組

み合わせることもありました。

(3) 

〈参加されたお客様の声〉 
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愛知県／清州城の発掘では、お城の石垣でこの

「胴木」が確認されています。また、現代も「梯子

胴木基礎工」の工法として実施されています。何百

年もの間、地震や風雨に耐えながら見事な石垣が保

たれるという、その時代の石工たちの技術の結晶が、

現代の観光につながっているのは、素晴らしいこと

です。 

川端五兵衞氏著「まちづくりはノーサイド」の中

で、八幡堀の石垣も同じ工法が見られたことが記さ

れています。 

「仲間の会社が、たまたま第一期の改修工事に参加

していたので、その工事現場に行き、ユンボで石垣

の下を二ケ所試掘してもらった。露出した石垣の基

礎には、松の太い胴木がかませてある。これはお城

の石垣と同じ構造だった。今まで一度も試掘をして

いないので、こういう構造になっているとは誰も知

らなかったのである。 

もう一ケ所、確認のため三、四人でスコップで素掘

りをしてみると、ここも同じ構造であった。 

知人の土木工学の先生に相談すると、そういう構造

ならヘドロを抜き取っても石垣が崩れる心配はまず

ないという。

鎮守の森、若宮神社一帯は湧水地で、若宮湧水と

いう往古から古い泉があり大化時代（約 1346 年前）

地下 7～8 メートルから清水が湧き出し近隣の村落

にも農業生活用水として活用されていた。 

 江戸時代には 3 年に一度川幅改めという行事があ

り、川筋の浚渫作業が行われていた。 作業完了後、

各村代表は若宮神社に参拝し神酒を受け、神前に置

いた長さ約 6 尺（1.8 メートル）の青竹を受けて、

若宮湧水から灌漑区域の下流にある船木青根天満宮

まで約一里（約 4 キロ）強の間を青竹が流れる程度

に流速を調整して流し、青竹を奉納し豊作を祈った

と伝えられる。 歴史的な文化遺産も都市開発で、小

川はコンクリート張りになり排水のために利用され

て、川の泥上げの必要はなくなり住みやすくなった

が、反面水質は悪化、魚やホタルも見られなくなっ

た。 

平成 5 年、県の認定を受けて整備再現、公園の整

備、町内の美化花作りなど、近隣景観対策に町民全

員で参加取り組みがなされています。 

平成 8年「水の里百選」に認定された。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍が終息し？ ガイド活動再開！  

早速たくさんの活動報告を頂きました。ご寄稿ありがとうございました。〈編集委員 田口〉 

いにしえの湧水池 

 

湧水 

湧水で動く水車 
若宮神社 

祭神 天御中主尊・天照皇大神 金剛寺湧水 

湧水 

大将軍神社 

 

若宮湧水由来記 

湧水 

金剛寺町 若宮神社の湧水  松本三郎 

(４) 


