
 

 

 

 

 

 

 

 昨年、武漢市（中国湖北省）

で発生した新型コロナウイルス

感染症の流行は、いまだ予断を許

さない様相です。このような状況

のなか、当会は 4 月 12 日（日）

に開催予定だった入会説明会・合

格者祝賀会の中止に引き続き、6

月 21 日（日）開催の「第 8 回通

常総会」を書面開催（書面による

議決）に切り替えました。ガイド

や講演活動も中止や延期となり

ましたが、一方で予定通り粛々と

進めている案件もあります。 

（専務理事 鉄田 憲男） 

 

 

 

 

 

 

 

 

『奈良万葉の旅百首』を制作中 

来年 2 月の発刊をめざし、奈良

県内の万葉歌百首を紹介する書

籍を制作しています。コンセプト

は「この本を携えて、現地を訪ね

ていただけるように」。底本は多

田一臣著『万葉集全解』（筑摩書房

刊）としました。犬養万葉記念館・

岡本三千代館長の推薦の言葉をい

ただき、奈良大学文学部・上野誠

教授に監修していただく予定です。 

6 月 20 日（土）には執筆者向け

の説明会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原稿の執筆に先立ち、ロケハン

（下見）をしてきました。五條市

と和歌山県橋本市との間にある 

 

 

 

 

 

 

 

 

真土山
まつちやま

と、吉野町の象
きさ

の小川（喜

佐川）です。足を一歩踏み入れる

と、もうそこは万葉の世界。小川

にはマイナスイオンがいっぱい

漂っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢ゆうドキッ！｣が一時電話出演に 

新型コロナ感染拡大防止のた

め、当会会員の出演は、4 月下旬

から5月末まで電話出演となりま

した。自宅のテレビで生放送の同

番組を見ながら解説をするとい

うスタイルで、苦労しながら対応

していただきました。 

 

妖怪「アマビエ」がブームに 

全国的にアマビエがブームに

なっています。江戸時代の熊本の

海に出現したという伝承のある

妖怪（幻獣）で、人魚のような外

見ですが、口に特徴があります。 

その姿を絵に描いて流布する

と疫病がやむという伝説があり、

新型コロナの感染が拡大し始め

たころから全国的な人気者にな

りました。厚生労働省も、外出自

粛の啓発キャラクターに採用し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵は当会会員でアーティスト

の藤井哲子さんに描いていただ

きました。コンセプトは「新時代

の共存～コロナ後の世を見据え、

アマビエがドクター、生きもの、

従来の黴菌
ばいきん

とともに、見えない相

手である COVID-19 に向き合う

場面をイメージしました」。 
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新型コロナで総会が「書面開催」に、万葉本は進捗中！ 

 
万葉古道（真土山の峠道 4/8） 
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アマビエ（by 藤井哲子さん） 

 
象の小川（吉野町喜佐谷 5/11） 

 
総会は最少人数で開催（6/21） 

 
万葉本執筆者向け説明会（6/20） 



菅谷文則氏の講演録が 2月に発刊 

故菅谷氏が大安寺で講演（6 回）

された記録（大安寺歴史講座 1．）

で、いわば氏の遺作です。 

ご一読をお薦めいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本書紀の記念イベントに応募 

昨年は「令和記念」として万葉

集のイベントを行いました。令和

2 年の今年は、日本書紀が編纂さ

れてから 1300 年の節目の年です。

文化資源活用課（県文化・教育・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くらし創造部）からお声かけいた

だき、今年も「文化資源活用補助

金」にチャレンジいたします。東

京での 3 回の講演と、現地での講

演つきウォーキングを3回行うと

いうものです。ご注目ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

『万葉集』のあらまし（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三期は、平城京遷都(710 年)

から天平 5 年(733)までの約 25

年間です。この期間には、日本最

古の歴史書である古事記の成立

や日本書紀の成立、養老律令の制

定などがあり、律令体制が絶頂期

を迎えた時期になります。 

この第三期の作者には、大伴旅人、

山上憶良、山部赤人などがいます

が、山部赤人の歌一首 (巻 6-924) 

み吉野の 象山
きさやま

の際
ま

の 木末
こ ぬ れ

には 

ここだもさわく 鳥の声かも 

意味は、｢み吉野の象山のあた

りの梢には、多くさえずり合う鳥

の声がひびくよ。」となります。                                       

第四期は、天平 5 年から最後

に詠まれた天平宝字 3 年(759)ま

での約 25 年間です。この時期に

なると律令体制が崩れてきます。 

この第四期の作者には、大伴家

持、笠女郎、防人などがいますが、

大伴家持の歌一首(巻 18-4097) 

天皇
すめろき

の 御代栄
さか

えむと 東
あづま

なる 

陸奥
みちのく

山に 黄
く

金
がね

花咲く 

意味は､「天皇の御代が繁栄す

るだろうとて、東国の陸奥の山に

黄金の花が咲くことよ｡」となり

ます。 

この歌は、東大寺の大仏造立に

あたり、鍍金をするための金が陸

奥国から産出したことを喜んで

作った歌です。         

 

●歌は相聞歌・挽歌・雑歌の 3 つ

が基本 

 ｢相聞歌｣は恋の歌が中心です。

数え方により違いますが、約

2,000 から 2,500 首あります。 

恋歌が多いのは、当時は結婚し

ても長い間一緒に住むことはな

く、夫が妻の元に通う“通い婚”

が一般的だったからです。 

 ｢挽歌｣は死者を弔う歌です。本

来、葬送に詠われた歌で、約 270

首あります。 

 ｢雑歌｣は相聞歌と挽歌以外の

歌で、宮廷行事や行幸に関わる政

治的な事柄が多く詠われていま

す。約 1,700 首あります。 

（米谷 潔） 

 

 

－２－ 

シリーズ「万葉集」 

 

 
(巻 6-924情景  

桜木神社境内に歌碑がある） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様初めまして、佳山隆生と申

します。本業は売れない画家を

やっております。水彩画です。こ

れまで色んな風景を描いて参り

ましたが、これからは奈良のみに

こだわって表現しようと画策し

ておりました折、この資格に出会

いました。何分、学生時代より歴

史嫌いで、奈良に住みながら無知

そのものでしたので、どこから勉

強を始めようかと足踏みをして

いたところ、春日大明神のお導き

により、当会の大西寛美さんにお

引き合わせをいただき、弟子入り

を果たしました。自力では難し

かったでしょうね。元より怠惰な

人間ゆえ、師匠を作り、周囲には

3 年でソムリエになると公言した

からこその結果だと思います。 

お陰様でこの3年間でかなりの

地へ足を運び、ロケハンもおおよ

そ終了しましたので、ゆっくりと

芸術活動を楽しみたいと考えて

おります。 

今後は何かしら絵画で奈良を

案内出来ないかと模索しており

ます。手始めに現在はYouTube動

画を作成・学習中です。尚、小生

の作品につきましては「佳山隆生」

で検索いただくとウェブサイト

が表示されますので、ご興味ある

方はご覧ください。今後とも何卒

よろしくお願い申し上げます。 

（佳山
か や ま

 隆生
りゅうせい

） 

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

 

 

 

 

 

 

今年ソムリエ級に合格し、この

度広報 G へ参加させて頂くこと

になりました礒兼
いそかね

と申します。ま

だ何も分からない状態ですが、宜

しくお願い致します。 

奈良の魅力に取りつかれて数

年余りが経ちました。そのきっか

けが「奈良まほろばソムリエ検定」

です。奈良について知れば知るほ

ど、その奥深さに魅了されていき

ました。それからは、週末には県

内の様々な場所を訪ね、寺社や古

墳や歴史の本を読みふけり、奈良

の番組を録画するような、自他と

もに認める奈良好きとなって今

に至ります。 

そんな奈良の魅力を教えてく

れた「奈良まほろばソムリエ検定」

を盛り上げたい、そう思って広報

G に参加致しました。合格者の 1

人として検定の魅力を広めるこ

とが、奈良ファンを育むことにな

ると思っております。また今回初

めて会報紙を拝見し、ソムリエの

会ならではの深い内容や活動に

感銘を受けました。この内容を、

HP を基幹としながら、新たに

SNS での情報発信を加えられれ

ば更なる広がりが見えるのでは

とも考えたりしております。 

未だ先は見えない状況ですが、

普段の日常が早く戻ることを

願っております。 （礒兼 史洋） 

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

 

 

 

 

 

 

 

私は天理市在住で、南都銀行に勤

務しています。昭和 38年に生まれて

以来、地元で過ごしてきたものの｢灯

台もと暗し｣で、地域に関しては何も

知らず、無関心そのものでした。 

平成 29 年 10 月､地域活性化に取

組む同行の組織として｢観光戦略室｣

が設置され突然､転機が訪れました。

「歴史文化・食・気候・自然」とい

う観光の4大条件を備えた奈良県に

おいて、観光は間違いなく基幹産業

になるとの考えのもと組織がスタ

ートし、私も一員に加わりました。 

仕事の上から知識習得に迫られ

ただけでなく、何より同じ職場でソ

ムリエの会の鉄田専務理事と出会

ったことが大きな刺激となりまし 

た。常に尻をたたかれ、プレッシャ

ーを受けながら、2 級受験からスタ

ートしました。 

しかし半ば強制から始まったも

のが、いつしか自主的なものに変化

していきました。ソムリエの会の特

別対策講座などに参加し、合格への

大きなパワーをいただきました。本

会における様々な活動を通じて地

元への見識を更に高め、これまで育

ててくれた地域に恩返しすること

が、私の目標です。 （木村 茂浩） 

新会員紹介 
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＜編集後記＞ 

新型コロナウィルスの影響でいろんなことが変わろうとしています。新しい社会に向かって前向いて行きましょう。 

(広報 G) 

磯兼･風間･柏尾･梶尾･佳山･窪田･小林(誠)･雑賀･沢田･島田･豊田(敏)･中村･廣岡･二上･福岡･藤田･増田･松森･吉川 

 
◆国宝仏から秘仏まで『廃寺のみ仏たちは、今』奈良県東部編 

仏教伝来の地とされる奈良の歴史の中、格式高い寺院の多くが廃寺となり、神宮寺や村寺、山間の修行寺院な

どもいつしか廃されました。伽藍の焼失、権力争いの犠牲、廃仏毀釈のあおりなど、廃寺に至った理由は様々で

す。幸いにも仏像だけは新たな場所でかろうじて守られてきました。そして、変わりゆく世情や争いを見つめ、

人々の悲喜こもごもの祈りを受けてこられたのです。多くのドラマを背負った廃寺の旧仏を、県東部地域を中心

に取材し、その軌跡と今のお姿をまとめました。 【小倉つき子＝奈良まほろばソムリエの会会員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉船橋在住なのに「奈良が好

き」というだけではじめてしまっ

た検定挑戦でした。地名がわかり

ません。川がどちらに流れている

かも？？？途中で何度やめようと

思ったことか。でも、船橋からは

日本橋の奈良まほろば館へも、法

隆寺宝物館のある東京国立博物館

へも乗り換えないで行かれます。

おまけに奈良行き夜行バスも通っ

てます。まほろば館では、名物ご

住職や町長さん、地元愛にあふれ

た役所の方などから直接お話を聞

くことができました。 

ソムリエ会の講座を知り、合格

まで「通信教育生」としてご指導

いただきました。運慶展、正倉院

展では、貴重な実物がわざわざ関

東へやってきてくれました。体験

学習プログラムは「法隆寺宝物館

の見学」です。プラネタリウムの

天井の夜行バスで早朝に奈良入り。

支援セミナーや直前講座を受けま

した。 

ソムリエ試験当日も、早朝から

筋違道を 9 キロ歩いて、午後受験

という強行軍をやってのけました。

試験を終え、「過去問をスマホで繰

り返せたらいいのにな」と思い、

HP 作りをはじめました。パソコ

ン教室の講師をしていたので知識

はあります。会の HP にも載せて

いただけるとか。 

ご縁に導かれ、素直に従ってい

けば、運にも恵まれるということ。

奈良との遠距離交際はようやくス

タートしたところです。 

(風間 千春) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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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/   
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HP の QR コード 

「奈良検定講座」ページ開設しました 


