
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年7月21日に発行された『意

外な歴史の謎を発見！奈良の「隠

れ名所」』（実業之日本社）が発売

開始直後から啓林堂書店（県内

6 ヵ店）でベストセラー1 位とな

り、奈良新聞のコラム「國
くに

原
はら

譜
ふ

」

にも登場。8 月 28 日（日）には執

筆者らによる出版記念会を開催

しました。これらを受け当会には、

講師派遣の依頼が続々と寄せら

れています。 

（専務理事 鉄田 憲男） 

産経新聞連載「なら再発見」から 

本書は平成 24 年 10 月～27 年

3 月まで、115 回にわたって連載

された記事から 72本（12人）を

選び、新書版で刊行されました。

読者からは「分かりやすい」「奈良

検定受験に役立つ」と好評です。 

 

 

（写真２．柏尾さんの写真） 

（キャプション） 

 

 

講師養成講座や練習会の活用を 

 当会にはたくさんの講師派遣依

頼が舞い込んでおり、これに応じ

るため啓発グループでは毎年「講

師養成講座」「研究発表練習会」を

開催しています。また PowerPoint

などの使い方が学べるパソコン講

座も紹介しています。 

これらを活用して、ぜひ講師の

スキルを身につけてください。以

下、その留意点を列挙します。 

 

 

 

 

 

PowerPointは講師の強い味方 

 今や企業の株主総会の会場で

もPower Pointが使われる時代で

す。この使い方をマスターすれば、

講演がグンと楽になります。スク

リーンが自ずから講演の中身を

語ってくれるからです。Word が

使えて写真の取り込み・貼り付け

ができれば、誰でも簡単に使いこ

なせます。 

ソムリエ講師はあくまで解説者 

私たちは大学の先生ではなく、

「解説者」です。「難しいことをや

さしく、楽しく」語ることがソム

リエ講師の仕事です。 

初めて検定テキストを手にし

たとき「こんな漢字は読めない」

と思いませんでしたか？ 難読の 

 

 

 

 

 

 

 

 

固有名詞にはルビを振ってくだ

さい。創始は「はじまり」、治定
じじょう

は

「指定」で良いですし、書き言葉

のセンテンスはできるだけ短く

「箇条書き」を心がけてください。 

複数の分野・テーマを掘り下げ 

講師としてアウトプットする

ためには、日頃の研鑽が必要です。

興味のある分野を深掘りしてく

ださい。通り一遍の解説ではなく、

「ヨソで聞けない、足を運ぶ価値

のある講演」を心がけてください。 
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『奈良の「隠れ名所」』、地元書店でベストセラー第１位！ 

 

 

 
研究発表練習会（5/22） －１－ 

 

奈良シニア大学の授業（7/14） 

※まほろばソムリエ講師の心得3ヵ条 

１．PowerPointは、必修・必須 

２．説明はやさしく、文章は箇条書き 

３．複数の得意分野・テーマを持とう 

※会員の「グループ活動停止処分」 

28年 7月 7日（木）、ガイドグ

ループ所属の会員が、拝観を認めて

いない大蔵寺（宇陀市）に電話で住

職に拝観を要請し、配慮を欠いた電

話応対により怒りを買い、また奈良

商工会議所は検定テキストの記載

の削除を求められました。 

 本人からは始末書を徴求するとと

もに、理事会において、標記処分(無

期限)を決定しました。 

会員におかれましては慎重な活動

に留意するとともに、担当理事への

速やかな報告を心がけてください。 

 



 

鈴木浩新理事長 

この度私は会員諸氏の推挙を

受け、第 2 代理事長を仰せつかり

ました。もとより浅学非才であり

ますが、会の一歩前進に向け奮励

努力して参りますので、会員皆様

のご指導ご鞭撻をどうぞ宜しく

お願い致します。 

6 月の総会において選任された

理事には、次の職責を担当頂きま

す。副理事長は 2 名体制とし豊田

敏雄（広報グループ担当理事兼任）

と長岡光彦（企画委員会所掌）の

2 氏。専務理事は鉄田憲男氏、事

務局長は亀田幸英氏（保存継承グ

ループ担当理事）が引き続き担当。  

次にグループ（以下「G」）担当

理事は、ガイド G・安井永、啓発

G・大山恵功、講演講座 G・小野

哲朗の 3 氏を再任。歴史探訪 G・

大村隆清氏と女性部・道崎美幸さ

んを新任。事務局担当理事は、総

務・松森重博、事業調整・雑賀耕

三郎、会計・東田浩史の各氏と書

記・清水千津子さんを新任、組織・

岸克行氏を再任しました。 

監査も大嶋興氏と露木基勝氏

を再任し、顧問には小北博孝氏

（前理事長）と木村三彦氏（前奈

良県観光ボランテイアガイド連

絡会会長）に就任頂きました。 

私は本会には、かの梁山泊の如

く多種多彩な人材が集っている

と自負しています。常日頃幅広く

活動を展開している私達ですが、

1 年通じての最大行事と位置付け

た、10 月 30 日（日）に開催する

初の「ソムリエ大会」に総結集し、

大成功に導いていこうではあり

ませんか。 

小北博孝前理事長 

奈良まほろばソムリエの会理

事長を退任するに当たり一言ご

挨拶を申し上げます。 

ソムリエの会が 2011 年 4 月に

友の会として発足し、その後

NPO 法人設立を経て今年 6 月ま

で 5 年間理事長を務め、会の発展

と運営に微力ながら尽くしてま

いりました。 

このたび5年という節目に当た

り理事長の退任を決意しました。

在任中は役員を始め会員の皆さ

ま方からご支援ご協力を賜りに

深く感謝する次第です。 

今後も顧問として会の運営に

携わってまいりますのでこれま

で同様よろしくお願い申し上げ

ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、歴史探訪Ｇ担当理事に

就任致しました大村隆清です。生

まれも育ちも京都で、奈良まほろ

ばソムリエ検定の受験をきっか

けに奈良へ足繁く通うようにな

りました。奈良への愛着は、奈良

県人に負けません。今後よろしく

お願い致します。 （大村 隆清） 

はじめまして。新しく理事にな

りました清水千津子と申します。

おそらくちょっと、めずらしいリ

ケジョ（理系女）です。担当は書

記・庶務です。縁の下の力もちと

して円滑な会の運営に微力を尽く

すことが出来れば幸いです。よろ

しくお願いします。（清水 千津子） 

この度新しく会計担当理事に

就任致しました東田好史です。 

観光を通して地域おこしを！ 

というのが私の思いです。その為

には、個人としてガイド実績を積

むと共に、理事としてその重責に

応えるべく精一杯頑張る所存で

すので、よろしくお願い致します。 

（東田 好史） 

大学･社会人で 8 年間東京にい

きましたがそれ以外はずっと奈

良市住まいです。仕事は、奈良も

ちいどのセンター街で明治4年創

業の陶器の店「器まつもり」の 5

代目です。商店街の理事長などを

務めています。よろしくお願いし

ます。     （松森 重博） 

奈良を愛する泉州人です。この

たび女性 G 担当理事に就任致し

ました。何から始めて良いのか手

探り状態ですが、これまで交流を

重ねて来た会員の方々との繋が

りを大切に、さらに女子部会を盛

り上げて行きたいと思います。 

（道崎 美幸） 

ソムリエの会員として講座や

ツアーの講師を旺盛に行ってい

ます。140 回、三千名を越える方

にご案内いたしました。この経験

を生かして、事業調整の役割を果

たしてまいります。談山神社の氏

子総代を務めています。四季折々

の談山神社を楽しんでいます。 

（雜賀 耕三郎） 

－２－ 

鈴木新理事長・小北前理事長ご挨拶 

 

新理事紹介 

 

 

東田    雑賀   大村 

 

 

 

 

松森     道崎   清水 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は姫路市に住んでおり奈良

まで片道2時間半以上かかります

が、平均して週 1回程度は来てお

り、奈良ファン倶楽部や近畿文化

会などに参加してマニアックな

場所を訪問しています。 

 私が奈良の魅力に惹かれたの

は、大学時代に會津八一『自註鹿

鳴集』の読書会へ参加して歌に詠

まれた寺々を訪問してからです。

以後も度々奈良に来ており一端

の奈良通だと過信していたので

すが、2 級の過去問に取り組み知

識が偏っていることに気付かさ

れました。 

 こうした中、平成 24年度、「奈

良交通・古事記をめぐるバスツ

アー」シリーズに参加して、複数

のソムリエの方から説明を聞き

ました。いずれも、知識が豊富な

だけでなく説明の仕方に特長が

あり、人柄も良い人ばかりでした。 

 ここで奈良検定を受ける決心

が固まり、平成 26 年 1 月に 2 級

を受験しました。平成 28 年 1 月

のソムリエ受験に際しては9月の

対策講座や 12 月の受験対策講座

でソムリエの方から実戦に役立

つ内容を教えていただきました。 

 本番では、四択問題が六割程度、

二百字問題では問題の取り違え

（竹内街道を選びながら横大路

について記述）など酷い状態だっ

たのですが、四百字問題で秋篠寺

を選び會津八一の歌碑に絞って

記述（海龍王寺・法華寺・秋篠寺・

喜光寺・唐招提寺・薬師寺）した

のが功を奏したのでしょうか、自

己採点に反して合格できました。  

『ソムリエの風』に會津八一の歌

碑に関する記事を書かせていた

だいたことも役立ちました。 

今後は、現地訪問を重ねて知識

を増やすとともに、その成果を奈

良や姫路市で発信して奈良の魅

力を伝えたいと思っています。 

     （池内 力） 

 

 

緑に囲まれた湖のような美しい

景観を見せる倉橋ため池（桜井

市）は、ふれあい公園として整備

され、休日ともなれば家族連れや

ウォーキングを楽しむ人たちで賑

わう。最近ではこの公園周辺もレ

アポケモンの生息地となっている

のだろうか。 

倉橋ため池の造られた小さな縦

谷の両サイドには、破壊されたも

のや水没したものを含めて約 70

基を超える後期古墳が存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その中でも古墳マニアの間で大

変人気の高い「エンドウ山古墳」

はトンボ池広場の奥まった山の中

にある。広場から行きやすい場所

にありながら、山中を迷った挙句

断念した例も多く、難易度の高い

上級者向けの古墳である。 

僅かに人の入った形跡が残る山

の入口は湿地状態で、その先は道

らしき道もなく倒木や熊笹が目の

前に広がる。この様子を見ると心

が折れてしまいそうになるが強行

突破。南東に延びる尾根の頂上を

目指すと、やや整美さは劣るが、

切石積みの石室が南に開口してい

る。 

このような古墳探索には長年の

カンと経験が必要となるが、まほ

ろば広場の雑木林の中に比較的見

学し易い「梶山古墳群」がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 21年終戦間もない頃、考

古学者の故・末永雅雄氏の指導の

もと 43基の古墳のうち 3基につ

いて調査が実施され、水没から救

われた横穴式石室が僅かに残され

ています。 

実際に私自身が見学出来たのは

2基のみでした。現在はどのよう

な状態なのかは不明ですが、公園

の片隅で今もひっそりと眠ってい

るのは確かです。 

（道崎 美幸） 

ソムリエ合格体験記 

 

シリーズ 「古墳を楽しむ」 

 

 
梶山古墳群 

 
エンドウ山古墳 

－３－ 



＜編集後記＞ 

 10 月 30 日（日）に、午前中は各グループが独自の活動を行い、午後は第 6 回のシリーズ講演会を行うという

ビッグイベント「奈良まほろばソムリエ大会」が開催されます。みなさんで盛り上げていきましょう。会報紙も

第 18 号になりました。こちらもみなさんの原稿で盛り上げていきたいと思います。 

秋山・上谷・窪田・小林(誠)・雑賀・沢田・竹内・豊田(敏)・永井・中村・橋口・廣岡・二上・松森・吉川・米山 

 メールアドレスに関するお願い（重要） 

当会事務局などから会員への連絡手段は主に E メールですが最近、未達が多く困っています。メールアドレス

を変更した方は必ず事務局のアドレス（info@stomo.jp）にメールでご連絡下さい。またメールの「ドメイン指定

受信」の設定をされている方は、許可するドメインに事務局を登録して下さい（要連絡）。現在約 50 名の方が未

登録です。ぜひ登録を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「多武峰から万葉の眺望」、こん

なテーマで多武峰から明日香村に

下ってみよう。 

紅葉シーズンはもとより、冬か

ら春にかけても胸おどる歴史的な

眺望、心静まる穏やかな林間の道

が楽しめるハイキングコースが設

けられている。ねらい目は万葉展

望台である。明日香村が一望、さ

らに畝傍山と二上山、大阪平野ま

で見通すことができる盆地南部の

屈指の展望台である。 

談山神社の西口（西大門跡）か

ら出発する。右手に念誦窟（ねず

き）が見えてくる。増賀上人墳墓

あたりは念誦窟といい談山神社

（妙楽寺）の歴史の深みが実感で

きる場所である。 

しばらく歩くと明日香への案内

があり林間の尾根道に入る。古く

から旅人を見守ってきた味わい深

い地蔵群も立ち並んでいる。 

この道は「鎌足公を祀る妙楽寺

（談山神社）の表参道」でもあり、

歴史的にも注目される「古道」で

もある。 

明日香の小原には小原神社があ

り、藤原鎌足の「産湯の井戸」な

るものも残されている。 

また持統天皇の多武峰の行幸

（持統天皇 7 年）の道でもあった。

この道を下りながら展望する明日

香の鳥瞰図は、1300 年前に持統天

皇が眺めた景色と同じもので、持

統天皇と時間が共有できるような

ハイキングとなっている。 

万葉展望台からは小原への道だ

けではなく、上居（じょうご）を

経て石舞台に下る道も整備されて

いる。 

こちらは谷川沿い、眺望の優れ

た尾根道、変化に富んだ素晴らし

いハイキングコースで石舞台古墳

に直に降りることができる道であ

る。 

いずれの道も初心者向けだが、

ウォーキングシューズはしっかり

したものが必要だ。 

（雑賀 耕三郎） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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