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本年 7月 21日（火）、当会は南

都銀行と「観光振興及び地方創生

に関する連携協定」を締結しまし

た。同日は同行本店で、締結式を

行いました。今後は歴史、文化、

観光振興などに関し緊密な連携

を図り、Win-Win の関係を築いて

まいります。第１弾として、9 月

12日（土）～22日（火）の 11日

間、同行 OB・OG からなる「ナン

ト・なら応援団」と合同で、安養

寺（磯城郡田原本町八尾）特別開

帳の定点ガイドを行いました。 

 （専務理事 鉄田 憲男） 

 

快慶仏に 1日約 58人が特別拝観 

安養寺の庫裡には、快慶作の阿

弥陀如来立像（国重文）が安置さ

れています。奈良国立博物館の快

慶展にも出展された名品です。お

寺で予約不要で公開されるのは

これが初めてとあって、関東方面

など遠方からもたくさんの拝観

者が訪れました。またお寺の墓地

には五代友厚氏の奥さん・豊子さ

んの実家の墓があり、たくさんの

拝観者がお参りされました。 

松島住職は NPO 法人「おてら

おやつクラブ」の代表理事で、恵

まれない子どもたちに、お供えの

食べ物を届けていらっしゃいます。 

今回のガイドの好評を受け、11

月と 12 月にも合計 5 日間の定点

ガイドの依頼をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不空院からも定点ガイドの依頼 

奈良市高畑町の不空院は、新薬

師寺の東にあります。本尊の不空

羂索観音坐像（国重文）は毎年春

と秋に特別公開されており、今回

は秋（10月 17 日と 25 日～11 月

15日）の公開に合わせて 23日間、

1 日 2 人程度がガイドに入ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下の画像は、南都銀行社内報

に紹介された 4㌻のうちの 3㌻ 
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2020 年 11 月 2 日 

(令和 2 年 11 月 2 日) 

設立１０周年を控え、南都銀行と連携協定を締結！ 

－１－ 

 
連携協定締結式（7/21） 

 
説明会のあと本尊を参拝（10/13） 

 
当日受付はナント応援団員（9/20） 

 

  



奈良テレビ｢ゆうドキッ！｣出演 1周年 

 

 

 

画像 7. 

 

 

 

昨年 9 月 30 日（月）にスター

トした「ゆうドキッ！」への出演

から、はや 1年が経ちました。本

年 10 月 5 日（月）の放送には、

ソムリエの会の松坂慶子こと垣

本麻希さんが初出演。きれいなお

声で万葉歌を朗唱されました。 

 

 

 

 

 

思い出深いシーンといえば、や

はり明石家さんまのサプライズ

出演（昨年 11 月 7 日）。ソムリエ

の会の女王こと友松洋之子さん

があわてず騒がず、冷静沈着に行

動されたのは、お見事でした。 

 

奈良県警察機関誌に隔月連載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年 9 月末発行号から隔月で、

鉄田が連載を持つことになりま

した。連載のタイトルは「ザ・ト

リビア！オブ奈良」。 

見開き 2 ページで、奈良の豆知

識を楽しく紹介します。 

※画像は、機関誌「むれしか」。今

回は 3㌻掲載、そのうちの 2㌻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

『万葉集』のあらまし（３） 

●歌に詠まれている地名はほぼ

日本全土 

万葉集に出てくる地名は、北

海道と青森・秋田・山形・岩手・

沖縄の 5 県を除く日本全土に及

んでいます。地名は約 1,200(延

べ約 2,900)出てきます。その内、

大和(今の奈良県)の地名は約 

300(延べ約 900)あり、万葉集に

出てくる地名の約 4 分の 1 が奈

良の地名です。 

●万葉集は歴史書でもある 

万葉集は歌集であるとともに

歴史書でもあるといわれていま

す。有間皇子の変、大津皇子の事

件や壬申の乱など歴史的な事件

に関わる歌が数多くあります。 

次の歌は、大津皇子の辞世の歌で、 

ももづたふ 磐余
い は れ

の池に 鳴く鴨
かも

を 今日
け ふ

のみ見てや 雲隠
がく

りなむ 

（巻 3-416） 

見慣れてきた磐余の池に鳴く鴨を

見るのも今日が最後で、私は雲の

彼方に隠れるのだなあ、と詠って

います。         

●原文はすべて漢字 

万葉集は通常､漢字と平仮名の混

じった読み下し文を目にしていま

すが､原文はすべて漢字で書かれて

います｡万葉集の成立した時代には、

まだ平仮名はなく、中国からきた漢

字を音読みや訓読みして文字とし

て使っており､字音によって書かれ

たものは一字一音で仮名文字と同

じような機能だったことから｢万葉

仮名｣とも呼ばれています。 

 また、原文で見ると掛け算の知

識があったことがわかります。 

例えば、｢十六｣と書いて、鹿猪の

｢しし｣(4×4=16)と読んでいました。 

●今も生き続ける万葉人の心 

万葉集のテーマは愛と死です。

恋の歌あり、死の歌ありと、1300

年経った今でも人間の気持ちは

変らず、万葉人の心は現代人の心

や情景のなかに生きています。   

最後に万葉集に関連して「奈良

まほろばかるた」から。 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリーズ「万葉集」 

 

 
【万葉集奈良生まれの最古の歌集】 

 
初出演の垣本麻希さん（10/5） 

 
友松洋之子さん（昨年 11/7）   
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（米谷 潔） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1951.5.1 生れ。会計を担当しま

す。慣れない業務なので、まずは

ミスをしないように。ガイドグ

ループ所属です。中学・高校は奈

良で。社会人として全国を転々。

退職後は、社会の役に立つことを

やってみたいとの思いもあり、平

城遷都 1300年祭のボランティアに。 

観光ガイドを通じて、一人でも

多くの奈良ファンが増えること

を願い、おもてなし❤の気持ちを

込めて、お客様をお迎えします。

奈良が初めての方にも、分かりや

すくお話できるように心がけてい

ます。よろしくお願いいたします。 

  （会計担当 今西 秀次） 

神社・仏閣・古墳に史跡、大好

き満載の奈良県に暮らして 30 年

余り。奈良の歴史・文化・自然を

愛するひとりとして、なにかの役

に立てるのではと奈良まほろば

ソムリエになりました。以前は製

薬会社で国内外の研究所や工場

を建設するエンジニアでした。異

文化交流の経験と技術系の発想

で奈良を多方面・多角的に発信し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てゆければと考えています。この

たびは会の総務を担当させてい

ただきます。どうぞご支援よろし

くお願いいたします。 

（総務担当 大江 弘幸） 

当グループは会員登録数が約

150 人で、ソムリエの会最大の登

録数を頂いています。また、会員

の多くの方々は他のグループに

も所属されています。 

歴史探訪グループは、例会で訪

れる史跡に、少々定説から離れて

も、独自の視線で考え、時代史の

価値を深めます。この視線は他の

グループで活動されても、そのグ

ループの特色が良く理解できる

と思います。更に、この視点を広

げ、他グループと有機的な結びつ

きを模索しながら、発展させたい

と思っています。 

（歴史探訪 G担当 加藤 宣男） 

本年度より監事を務めさせて

いただくことになりました。正直

に申し上げて監事の役割を十分

に理解しないままの就任でした。

しかし、先日、参加した理事会で

大きな衝撃を受けました。コロナ

禍で例年通りの活動ができない

中、様々な企画が提案され、熱心

に議論されていたからです。私は

うろたえ、大いに反省しました。 

遅ればせながら、監事として当

会に貢献できることは何かを考

え、実行したいと考えています。

よろしくお願い申し上げます。 

（監事 西川 浩司） 

 自然あふれる大宇陀の山中で

暮らしていますが、退職を機に、

生まれ育った奈良市のことや実

家の五劫院の歴史をもっと知り

たいと思うようになり、ソムリエ

の会に入りました。会の活動を通

して学ばせていただいたことは

かけがえのない財産となってい

ます。 

これからも「知的・陽気・ポジ

ティブ」をモットーとして、得た

知識を多くの人々に広める活動

に励む所存ですので、よろしくお

願いいたします。 

（女性 G担当 松浦 文子） 

第 11 回ソムリエ試験合格の新

参者ですが、ガイドグループの

リーダー交代に伴い理事に選任

されました。 

“コロナ禍”でガイドは全て中

止という最中でのスタートとな

り、これも試練として凶を吉に変

えるのが課題でしょう。 

観光業を中心に日本全体が閉

塞する中、ガイドを通して奈良の

魅力を発信するには、ガイドグ

ループ 70 人余の所帯の組織的な

動きが必要と思っています。これ

に向けて皆様のご協力・ご支援を

お願いします。 

（ガイド G 担当 三宅 努） 

新理事・監事紹介 
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松浦 

加藤 

今西 
三宅 

大江 西川 



＜編集後記＞ 

奈良県内でも観光バスの姿を見かけるようになってきました。いろいろなことが少しずつ動き始めています。われわ

れも新しいやり方で動き出していきましょう。 

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

 
◆『神仙境吉野の謎に迫る―壬申の乱と修験道の誕生―』  【富田良一＝奈良まほろばソムリエの会会員】 

吉野は修験道のメッカであり、古代史最大の内乱、壬申の乱発祥の地です。この壮大な吉野古代史を総合的に

論述した書物としては、本書に序文をいただいた考古学者・前園實知雄氏と松田真一氏の共著『吉野仙境の歴史』

（2004 年）があります。それ以来 16 年ぶりに、大淀町学芸員の松田度氏のご指導をえて、6 年にわたる研究活

動の成果をソムリエの会有志 10 人で、『神仙境吉野の謎に迫る』と題する一冊の本にまとめました。 

 

 

鉄道の車窓から見える世界遺産 

奈良県には 3 つの世界遺産に登

録された場所がたくさんあります

が、鉄道の車窓から見えるものはそ

れほど多くありません。有名なのは

「古都奈良の文化財」に登録された

「平城宮跡」を横切る近鉄奈良線

(大和西大寺-新大宮間)。復元された

朱雀門のすぐ北側を通ります。 

 

 

 

 

 

 

 

これ以外では同じく「古都奈良

の文化財」の構成要素「薬師寺」

の横を近鉄橿原線が走っています。

「大和西大寺」から南へ向かい「西

ノ京」駅を過ぎるとすぐ左側に昭

和に再建された西塔が臨めます。 

また薬師寺の境内からも走る電

車を見ることができます。唐招提

寺も線路から近いですが、塔など

の高い建物がないので車窓から見

ることは困難ですが南大門前から

西を向けば踏切を行く電車が見れ

ます。 

もう一つは「法隆寺地域の仏教

建造物」の中核である法隆寺。薬

師寺のようにすぐ近くを通っては

いませんが、王寺から奈良方面に

向かいしばらくして渡る大和川橋

梁の付近から田んぼ越しに左側を

よく見ると矢田丘陵の手前に五重

塔を小さく見ることができます。

さすがにあと一つの「紀伊山地の

霊場と参詣道」の構成要素が窓か

ら見える鉄道は思いつきません。 

(小林 誠一) 
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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/   
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近鉄橿原線と薬師寺 

シリーズ「鉄道スポット」 

HP の QR コード 

「奈良検定講座」ページ開設しました 

 
大和路線と法隆寺 


