
 

 

 

 

 

 

 

 元号「令和」が万葉集の詞書き

から採られたことで、令和元年は

空前の万葉ブームに沸きました。

なかでも全万葉地名（延べ数）の

約 3分の 1と日本一を占める奈良

県は、大盛り上がりでした。まず

は当会が 3週連続で行った万葉歌

碑などを巡るイベントを紹介い

たします。（専務理事 鉄田 憲男） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR万葉まほろば線専用臨時列車 

 JR 西日本近畿統括本部大阪支

社のご協力を得て、昨年 12 月 7

日（土）「JR 万葉まほろばウォー

ク」を開催（当会主催）。参加者数

は 126 人（うち当会から 32 人）。

車中では柿の葉ずしをいただき

ながら万葉集のご指南役・米谷潔

さんのミニ講話に耳を傾けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻向駅下車、大型建物跡から山

の辺の道へ。歌碑の前では歌の朗

唱も。当日の詳細は当会 HP「リ

ンク集」の動画をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の「万葉ウォーキング」に特別協力 

 

 

 

 

 

 

 

  

昨年 11 月 30 日（土）「橿原･藤

原宮」と 12 月 14 日（土）「明日

香」の計 2 回、県観光プロモー

ション課主催のウォーキングに

ガイド等として協力。参加者数は

それぞれ 81 人（うち会員 14 人）

と 81 人（同 18 人）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立万葉文化館の庭園では、ア

トラクションとして「あすか劇団

時空」による寸劇「大化の改新」

を鑑賞、皆さん大喜びでした。 
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第 30 号 
 

2020 年 3 月 6 日 

(令和 2 年 3 月 6 日) 

『万葉集』がテーマのウォーキング、３週連続で開催！ 

 
車内でミニ講話を聞く皆さん（同日） 

 
景行天皇陵周辺をガイド（同日） 

 
専用列車が JR奈良駅へ（昨年 12/7） 
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檜原神社でのガイドの様子（同日） 

 
広大な藤原宮跡をガイド(昨年 11/30) 

 
飛鳥川畔で万葉歌を朗唱（同 12/14） 

 
ついに入鹿が討たれた！（同日） 



万葉講座（セミナー）が閉幕へ 

 令和元年度中に奈良と東京で全

21 回の開催を予定していた万葉

講座も、いよいよ本年 3月で終了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当会から多くの講師を派遣し、

歴史的事件、川、花、酒と食など

の切り口で万葉集を語りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この過程で当会が習得した知

見やノウハウは、今後とも当会の

財産として活用いたします。ご指

導いただいた米谷潔さん、講師の

皆さん、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

（万葉講座のチラシデータ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ゆうドキッ！」絶好調ＯＡ中 

  

 

 

 

 

 

 

 

昨年9月末から当会メンバーが

出演する奈良テレビ放送の情報

番組「ゆうドキッ！」（月～金 

17:58～18:55）は、おかげさまで

順調に推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎週月曜日のグルメ情報では、

奈良市だけではなく県内各地の

「ベスト 3」を紹介しています。

視聴者からは「こんな店ができて

いたのか」「ぜひ行ってみたい」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

木曜日のお出かけ情報では、行

事やイベントの案内だけではな

く、背後の歴史・由緒なども詳し

く紹介。「近所なのに知らない行事

だった」「奥深い歴史がよく分かっ

た」とご好評いただいています。 

令和 2年新春交歓会を楽しく開催 

2月 9日（日）、奈良商工会議所

5 階大ホールで恒例の新春交歓会

を開催しました。第1部は74人、

第 2部には 45人がご参加。 

 

 

 

  

 

 

 

 

第 1部では、保存継承グループ

から災害対策調査の結果報告、小

倉つき子さんから県東部廃寺の

仏像調査の結果報告がありました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

引き続き、ミニコンサートが開

かれました。大和ハープは井藤和

美さん、ギターは伊藤忍さん。

ハープは伊藤さんが河合町「しの

ぶ工房」で手作りされたものです。 

 

 

 

  

 

 

 

 

第 2部の懇親会では、終始和や

かな雰囲気の中で、会員同士の交

流を深めました。 

 
ゼロから学ぶ！万葉講座(同 12/19) 

 
本番中にさんまが乱入！(昨年 11/7) 

 

 
サクサクわかる! 万葉講座(昨年 10/26) 

 
月曜日のメンバー（同 10/28） 

 
木曜日のメンバー（2/6） 

 
災害対策調査の報告（2/9） 

 
県東部廃寺の仏像調査の報告（同日） 

 
大和ハープとギターの合奏(同日) 
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サンスクリット文学は、日本はも

とより世界各国の文学に多大な影

響を与えました。紀元前数世紀頃か

ら作られた『マハーバーラタ』、

『ラーマーヤナ』は代表的なもので

す。それらの中の「乳海撹拌」はア

ンコールワットやエローラ等に、

「一角仙人」は『今昔物語』、歌舞

伎に、「バガヴァットギーター」、

「ラーマの話」はバリ島やジャワの

影絵に、「ガンガー降下」はエレファ

ンタ島等に見られます。 

私の関わってきた『カターサリッ

トサーガラ』は「物語（カタ―）の全

てが川（サリット）となり海（サーガ

ラ）に注ぐ」の意で、神話・伝説・仏

教説話・寓話・童話・笑い話・愚者話

など多種多様な約 350 話が網羅され

ています。サフランや百合の花が咲

き乱れ、山紫水明の地といわれるカ

シュミールのソーマデーヴァの著作

です。11 世紀のものですが、現存し

ない『ブリハットカター』（3世紀頃）

を踏襲していて、極めて重要な説話

集です。『千一夜物語』、『グリム童話』

などにも影響を与えています。その

中で現代の我々への警告ともいうべ

き一話を紹介します。 

 「ライオンを再生した兄弟」の話で

す。「両親も財産もなく、悲嘆にくれ

た 4 兄弟が、生きる最後の力として

神通力を修行により会得する。長男は

骨から肉を作り出す。次男は肉に毛と

皮を作る。三男は毛と皮に肢体をつけ

る。四男は体に生命を与える。そして、

4 人ともそのライオンに殺される」と。

すぐれた能力を獲得しても、気をつけ

ないと繁栄より、むしろ破滅をもたら

すという話で、原発やAI の使い方に

ついての先人からのメッセージのよ

うに思われてなりません。 

 サンスクリット語は難解な文字

で、わけが分かりにくいと考えられ

がちですが、お経を含むその文献類

は、奥深く人間の真髄を探ろうとし

ています。    （平越 真澄） 

 

 

 

 

 

 

近鉄平端駅から南西に徒歩約 25

分、ひっそりと推古神社があります。

意外な感じがしましたが、推古天皇

は額田部皇女
ぬかたべのひめみこ

と申されるので額田

部に祀られるのは当然かもしれま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推古神社から 200m ほどの西には、

額安寺があります。聖徳太子がお造

りになった熊凝精舎跡と言われてい

ます。寺号の由来には、「聖徳太子の

叔母君に当たられる推古天皇が額に

傷を病まれた時に、熊凝精舎の道場

に平癒を祈願された。跡形もなくお

治りになったので、額（ひたい）安

（やす）らかなる寺『額安寺』の寺号

を賜った」と伝えられています。推古

天皇の女性らしい逸話です。聖徳太

子は推古天皇ゆかりのこの地に学問

所を造られたのかもしれません。 

額安寺は明治期にはほとんどの寺

領も失い廃寺寸前だったそうです。

昭和 50 年に再建されたので外見は

新しい寺院の様ですが、本堂の仏様

たちは古風で、なかなか立派です。御

本尊の十一面観音菩薩像は重文で、

女性的で美しい。かつて「テレビ見仏

記」のみうらじゅん氏がこの寺を訪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れた際に、この像に釘付けなったと

いうお話でした。私は右脇に居られ

る、等身大のちょっと伏し目の梵天

様が好きです。多くの魅力的な仏さ

まが、無事残されていることに感動

します。でも、意外と訪れる方が少

ない。多くの方が訪れていただきた

いと願っています。 （酒井 良子） 

レアスポット 

 

 

シリーズ「サンスクリット語」 

 

 
梵天様 
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エレファンタ島のシヴァ神 

 
エローラのラーマーヤナの彫刻 

 
推古神社拝殿扁額 



 

 

かわかみダムカレー 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊富な水源と豊かな自然に恵

まれる川上村の中心部には、計画

から約 50 年以上を費やして建設

された大滝ダムのおおたき龍神

湖が広がります。さらに上流には

1973 年に竣工した大迫ダムもあ

ります。二つの型式の異なるコン

クリートダムと、川上村の奥地に

は 500 年以上も昔から手つかず

の森林がのこされており「緑のダ

ム」と呼ばれる水源地の森があり

ます。このような川上村ならでは

の自然と、ダムの新たな魅力を引

き出そうと大滝ダム運用開始5周

年を迎えた記念に、ダムを模った

「かわかみダムカレー」が誕生し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉野の山並みが一望できる開

放的なギャラリー&カフェ「匠の

聚
むら

」のダムカレーは、重力式の大

滝ダムを直線で、アーチ式の大迫

ダムを曲線に盛りつけたご飯が 2

種類のルーをしっかりと堰き止

めています。スパイスの専門家に

よって考案されたグリーンカ

レーとキーマカレーは貯水池（ダ

ム湖）に見立て、サラダは水源地

の緑のダムをイメージしていま

す。器やご飯の型抜きは匠の聚在

住の作家によって作られたオリ

ジナルです。見た目も美しいアー

トなダムカレーは一日限定 10 食。

川上村では匠の聚を含む6店舗で

それぞれのこだわりダムカレー

がいただけます。  （道﨑 美幸） 

匠の聚（たくみのむら） 

奈良県吉野郡川上村大字東川135 

ＴＥＬ：0746-53-2381 

営業時間：10:00～17:00 

定休日：毎週水曜日 

 

 

 

信貴山急行電鉄 山上鉄道線 

 

 

 

 

 

 

 

 

信貴山には奈良側（廃止）・大阪

側（現存）のケーブルの他に通常

の電車が走る鉄道がありました。

大阪側の「西信貴ケーブル」の終

点「高安山」から朝護孫子寺のあ

る「信貴山門」2.1kmを結んでい

た「信貴山急行電鉄・山上鉄道線」

と呼ばれていたものです。 

昭和 5 年（1930）に西信貴ケー

ブルと同時に開業。大阪からの参

拝客の輸送に活躍しましたが、車

両転落など事故もしばしば発生。

戦時中の昭和 19 年（1944）に不

要不急の路線としてケーブルと

ともに休止。戦後の昭和 32 年

（1957）近鉄により西信貴ケーブ

ルは再開しましたが、鉄道線は正

式に廃止、車両は伊賀線（現・伊

賀鉄道）などに移りました。 

鉄道遺構は、ケーブル「高安山」

駅前に、プラットホーム跡が残っ

ており当時を偲べます。廃線跡は

現在「信貴生駒スカイライン」の

一部となっており歩くことはで

きませんが、当時の鉄道と同じ

「信貴山門」まで近鉄バスが運行

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両方をケーブルに挟まれた山

の上に、どのようにして電車を運

んだのか？なんと、ケーブルカー

の線路を使って引っ張り上げた

とのこと。現在の車両（20m）よ

り短い 14ｍとはいえ急勾配を斜

めに登る驚きの写真がホーム跡

に掲示されています。 

  （小林 誠一） 

シリーズ「鉄道スポット」 

 

 

 
ケーブルを使い引き上げる様子 
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かわかみダムカレー 

 
大迫ダム 

 
高安山駅ホーム跡 

シリーズ「うまいん奈良」 

 



 

『万葉集』のあらまし（１） 

昨年、令和という新しい元号に

なりましたが、『万葉集』巻 5 に

ある大伴旅人宅での梅花の宴で

詠まれた歌の漢文の序が出典で

あることから万葉集ブームがお

きました。そこで、『万葉集』の概

要を3回に分けて見ていきたいと

思います。 

●万葉集は現存する日本最古の歌集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 万葉集に収められている最初の

歌は雄略天皇の歌とされる初瀬の

丘で若菜を摘んでいる乙女に求婚

する歌で、最後の歌は天平宝字 3

年(759)の正月に、大伴家持が詠

んだ次の歌です(巻 20-4516)。 

新
あらた

しき 年の始
はじめ

の 初春
はつはる

の  

今日降る雪の いや重
し

け吉事
よ ご と

  

 意味は､「新しい年のはじめの

新春の今日を降りしきる雪のよ

うに、いっそう重なれ吉き事よ｡」

となります。 

万葉集の主たる編纂者といわ

れている大伴家持が亡くなった

のが西暦 785 年ですから、万葉集

は奈良朝の終わりごろ(8 世紀末

頃)に完成したものと思われます。 

●万葉集は２０巻・４５００首 

 歌に付けられた番号は 4516 番

までありますが、重出歌(全く同

じ歌)や類似歌(一句のみ違う歌)

が約 10 首ずつあり、一首に 2 つ

の番号が付いた歌(巻 6-1020・

1021)もあります。また、歌の作

者も天皇から庶民まで様々で、名

前のわかっている人だけでも約

500 人います。原本は存在せず、

現存するもので一番古いのは平

安朝中期ごろの写本(桂本、金沢

本など)です。 

●収められた歌の年代は約130年 

＜7 世紀前半から 8 世紀中ごろ＞

と長い 

 万葉集に収められている歌は 7

世紀から8世紀にかけて詠われた

歌で、約 130 年間と非常に長い期

間の歌が集められています。そし

て、通常、130 年間を 4 つの期間

に分けています。 

まず、第一期は舒明天皇が即位

された 629 年から壬申の乱のあっ

た 672 年までの約 40 年間です。 

この期間には、645 年に中大兄皇

子と中臣鎌足が蘇我入鹿を飛鳥板

蓋宮で暗殺した乙巳
い っ し

の変があり、

大化の改新へと進んでいきます。 

 その後、天智天皇は近江に遷都

し、671 年に亡くなった翌年、大

海人皇子と天智天皇の皇子の大

友皇子との間で、古代日本最大の

内乱である壬申の乱がおこり、大

海人皇子が勝利します。 

 この第一期の万葉作者には、舒

明天皇、天智天皇、額田王などが

いますが、 

額田王の歌一首(巻 1-18) 

三輪山を しかも隠すか 雲だにも 

情
こころ

あらなむ 隠さふべしや 

 意味は、「三輪山をあのように

隠すのか。せめて雲だけでも心

あって隠さないでほしいものを。」

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この歌は、天智天皇が近江に都

を遷した天智 6 年(667)に、額田

王が近江へ向かう時に大和との

別れに際して作った歌です。                           

次に、第二期は、天武天皇が即

位して、672 年に飛鳥浄御原宮に

遷都してから、藤原京を経て、710

年に平城京に遷都するまでの約

40 年間です。この期間には、大宝

律令の制定などがあり、律令体制

が成立した時期になります。 

 この第二期の作者には、天武天

皇、持統天皇、柿本人麻呂などが

いますが、 

柿本人麻呂の歌一首(巻 1-48) 

東
ひむがし

の 野に 炎
かぎろひ

の 立つ見えて  

かへり見すれば 月傾
かたぶ

きぬ 

   意味は、｢東方の野の果てに曙

光がさしそめる。ふりかえると西

の空に低く下弦の月が見える｡」

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回は、第三期・第四期につい

てです。     （米谷 潔） 
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巻 1-48歌碑 かぎろひの丘万葉公園 

 
桜井市白山神社  

奥に見えるのは巻 1-1の歌碑 

 
巻 1-17･18の歌碑 山の辺の道 

シリーズ「万葉集」 

 



＜編集後記＞ 

早いもので令和も 2 年になりました。今年も楽しい記事を掲載していきますので、よろしくお願いします。 

(広報 G)柏尾･梶尾･窪田･小林(誠)･雑賀･沢田･豊田(敏)･中村･廣岡･二上･福岡･藤田･増田･松森･吉川 

 
➢ 6 月 21 日(日)に奈良ロイヤルホテルにて、まほろばソムリエの会総会と講演会、懇親会を開催いたします。 

➢ 当会からの連絡は主にＥメールで行っています。まだ当会にメールアドレスを登録されていない方は至急、

当会の代表メールアドレス「info@stomo.jp」にご連絡ください。最新の情報がメールで届きます。また住所

やメールアドレスを変更された方も、必ず当会の代表アドレスにご連絡をお願いいたします。 

➢ 年会費やイベントの参加費は銀行振り込みに移行中です、ご協力をお願いします。 

口座名義「特定非営利活動法人奈良まほろばソムリエの会」 

南都銀行 神宮前支店 普通預金 2090352   ゆうちょ銀行 (記号)14510 (総合口座番号)10146081 

・当会への要望があれば、遠慮なく 当会代表アドレスに連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映像作家・保山耕一さんと当会の

出会いは、令和元年６月の総会・講

演会の時でした。がんと闘いながら

も「僕にはやることがある！」と

精力的に活動される保山さん。 

何か一緒にできるものはないか

と保山耕一さんの発案で、同年 7

月から当会発刊ベストセラー本

『奈良百寺巡礼』とコラボで「奈

良、時の雫」保山耕一作品上映会

が始まりました。 

 保山さんは「奈良には 365 の季

節がある」と私たちの気がつかな

いような小さな命、奈良に住んで

いながら見たこともないような雄

大な自然、この世のものとは思え

ない荘厳で清らかな景色等、それ

はそれは美しい映像を見せてくれ

ました。(その時の様子は、当会

HP ブログ『つれづれ日記』

6/23.8/22.9/21/10/27/.11/29 に詳

しく実況していますので、ぜひご

覧下さい)。 

これからも奈良公園バスターミ

ナルでは、当会とコラボの保山さ

ん月イチ上映会(毎月第 1 土曜日)

が開催されます。「神様には真心し

か伝わらない」という言葉が大好

きだという保山さん。 

 奈良の魅力を発信したいと撮り

続ける保山さんの映像と当会『奈

良百寺巡礼』（一つずつお寺を紹

介)の旅を皆で一緒に楽しみませ

んか？ 本年前半のプログラムは

2 月王龍寺、小野さん、3 月、如

意輪寺、富田さん、4 月栄山寺、

松永さん、5 月円成寺、藤井さん、

６月法輪寺、柏尾さんの予定です。         

(増田 優子) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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特定非営利活動法人 奈良まほろばソムリエの会 

            事務所所在地：〒630-8217 奈良市橋本町 3-1 きらっ都･奈良内 NARAEGG 気付 

ホームページ：http://stomo.jp/ 

メールアドレス：info@stomo.jp 

つれづれ日記（ブログ）：http://nara-stomo.seesaa.net/   

 

 

 HP の QR コード 

 
中央は長岳寺ご住職北川慈照さん 

『奈良百寺巡礼』コラボ 保山耕一氏作品上映会「奈良、時の雫」 


