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5 周年で

平成 18 年

これを機に、今までの会の活動を振り返って見たいと思います。

5 周年を会員全員で喜びたいと思います。

顧みますと平成

り、平成

その動きを受け「歴史」

史を楽しむ会」

回例会の資料を配り、

それから

のうちバスツァー

ました。

これは毎回興味ある資料を作成

謝しています

って、多くの

会員が多くなり

していきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

周年でいただいたコメント

この５年間近畿を中心に古墳や城、神社仏閣などの遺跡や歴史を楽しみました。毎回

配っていただく豊富な資料は知的財産です。

最近では、今城塚古墳のおびただしい数の埴輪の列の再現、それらを焼いた１８基の

登り窯も見ました。古代人の優れた技術には驚きました。

また、九十九折の急な階段のうえの雨に煙る奥深い木々の間に残る千早城

跡は、印象深いものがありました。会の行事を通じて多くの方々と知り合え

たことも大きな喜びです。

もう五年前になるのでしょうか？「難しい事を言わない楽しい歴史の会」との言葉に、

歴史について何も知らない私は気楽に「入会して色々教えてもらおう」と入らせて頂き

ました。第一回目は“長岡京と桓武天皇にまつわる話”のレジメを見ながら梶先生のお

話を聞く勉強会でした。漠然と「歴史を勉強しよう」と思っていたのですが、家に帰っ

てお話を思い出しながらレジメを読んでいると面白く，とりあえず“天智天皇の時代か

ら桓武天皇の長岡京”までの勉強をしようと始めました。

しかし、万葉集やその時代の仏像との

でウロウロ停滞中、我が都“桓武天皇の長岡京”までたどり着く

毎月の例会

資料日本史」や教科書・広辞苑を片手に下勉強しなければなりませんが、テ

ストの無い勉強は楽しく、その上いろんな所を

先生のお話を聞くことができ、「歴史を楽しむ会」を

後に続く五年間も
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月に福祉部会が中心となって熟年者サロンの呼びかけがあ

歴

、毎

回、こ

となり

感

高台ホームページ上での発信も各サークルの中でいちばん活発に行

この５年間近畿を中心に古墳や城、神社仏閣などの遺跡や歴史を楽しみました。毎回

最近では、今城塚古墳のおびただしい数の埴輪の列の再現、それらを焼いた１８基の

もう五年前になるのでしょうか？「難しい事を言わない楽しい歴史の会」との言葉に、

歴史について何も知らない私は気楽に「入会して色々教えてもらおう」と入らせて頂き

ました。第一回目は“長岡京と桓武天皇にまつわる話”のレジメを見ながら梶先生のお

話を聞く勉強会でした。漠然と「歴史を勉強しよう」と思っていたのですが、家に帰っ

てお話を思い出しながらレジメを読んでいると面白く，とりあえず“天智天皇の時代か

現在まだ聖武・孝謙天皇の辺り

ことができていません。

い私は息子が高校時代に使っていた「図説



京都地区の訪問地で

す。

北は第５８

鷹が峰と原谷

西は第１３

山と嵯峨野

東は第３７

りの三宝院定庭園が美

しい醍醐寺

南は第１４

が残した世界遺産平等

院

でした。

京都地区の訪問地で

５８回春爛漫の

鷹が峰と原谷

１３回名勝地嵐

山と嵯峨野

３７回秀吉ゆか

りの三宝院定庭園が美

しい醍醐寺

１４回藤原

が残した世界遺産平等

でした。

京都地区の訪問地で

回春爛漫の

回名勝地嵐

回秀吉ゆか

りの三宝院定庭園が美

回藤原頼通

が残した世界遺産平等

2

「歴史を楽しむ会」で

訪れた遠隔地を示して

います（数字は何回目

かを示す）

北は、第

居城の一乗谷と名城の

丸岡城

西は第 46

修理直前の姫路城

東は第 42

の宿場町関宿と亀山

南は第 49

の聖地高野山

でした。

「歴史を楽しむ会」で

訪れた遠隔地を示して

います（数字は何回目

かを示す）

北は、第 51 回朝倉氏

居城の一乗谷と名城の

46 回平成の大

修理直前の姫路城

42 回旧東海道

の宿場町関宿と亀山

49 回真言密教

の聖地高野山

「歴史を楽しむ会」で

訪れた遠隔地を示して

います（数字は何回目

回朝倉氏

居城の一乗谷と名城の

回平成の大

回旧東海道

の宿場町関宿と亀山宿

回真言密教



大阪地区の訪問地で

す。

北は

皇陵と比定される今城

塚古墳

南は第

大集落池上曽根遺跡

でした。

大阪地区の訪問地で

第６３回継体天

皇陵と比定される今城

塚古墳

南は第７回弥生時代の

大集落池上曽根遺跡

でした。

大阪地区の訪問地で

回継体天

皇陵と比定される今城

回弥生時代の

大集落池上曽根遺跡

3

奈良地区の訪問地で

す。

北は

1300

跡と薬師寺

西は

古の木造建築法隆寺

東は

社から

の山の辺の道

南は第

町並みが残る今井町

と橿原神宮

でした。

奈良地区の訪問地で

す。

北は 第５２

1300 年祭の平城宮

跡と薬師寺

西は 第４１

古の木造建築法隆寺

東は 第１２

社から海柘榴市

の山の辺の道

南は第３８回中世の

町並みが残る今井町

と橿原神宮

でした。

奈良地区の訪問地で

５２回遷都

年祭の平城宮

４１回世界最

古の木造建築法隆寺

１２回石上神

海柘榴市まで

の山の辺の道

回中世の

町並みが残る今井町

最

回石上神



回数

参加者

天候

発起人会の午後、五小校区内を散策する。

西山田遺跡→田苗池→下海印寺遺跡→境神→常夜灯→

谷田瓦窯跡→寂照院→走田9号古墳→走田神社

途中自己紹介・寂照院で記念写真。

回数

参加者

天候

集会所で発起人会開く。幹事5人を選任。

会費1家族100円・資料代50円程度・月1回開催等規則を決める。

講演「長岡京と桓武天皇にまつわる話」

回数

参加者

天候

阪急洛西口→物集女城跡→淳和天皇火葬塚→物集女車塚古墳

→寺田大塚古墳→桓武天皇皇后陵→白鳳の泉→五塚原古墳→

向日市文化資料館→須田家住宅→向日神社→元稲荷古墳→

内裏正殿跡→阪急西向日駅

回数

参加者

天候

発起人会の午後、五小校区内を散策する。

西山田遺跡→田苗池→下海印寺遺跡→境神→常夜灯→

谷田瓦窯跡→寂照院→走田9号古墳→走田神社

途中自己紹介・寂照院で記念写真。

回数

参加者

天候

集会所で発起人会開く。幹事5人を選任。

会費1家族100円・資料代50円程度・月1回開催等規則を決める。

講演「長岡京と桓武天皇にまつわる話」

講師　梶 晴雄

回数

参加者

天候 晴れのち曇

阪急洛西口→物集女城跡→淳和天皇火葬塚→物集女車塚古墳

→寺田大塚古墳→桓武天皇皇后陵→白鳳の泉→五塚原古墳→

向日市文化資料館→須田家住宅→向日神社→元稲荷古墳→

内裏正殿跡→阪急西向日駅

高台歴史を楽しむ会年表

年

平成18年

平成19年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

第2回

21名

晴れ

発起人会の午後、五小校区内を散策する。

西山田遺跡→田苗池→下海印寺遺跡→境神→常夜灯→

谷田瓦窯跡→寂照院→走田9号古墳→走田神社

途中自己紹介・寂照院で記念写真。

第1回

26名

晴れ

集会所で発起人会開く。幹事5人を選任。

会費1家族100円・資料代50円程度・月1回開催等規則を決める。

講演「長岡京と桓武天皇にまつわる話」

講師　梶 晴雄

第3回

19名

晴れのち曇

阪急洛西口→物集女城跡→淳和天皇火葬塚→物集女車塚古墳

→寺田大塚古墳→桓武天皇皇后陵→白鳳の泉→五塚原古墳→

向日市文化資料館→須田家住宅→向日神社→元稲荷古墳→

内裏正殿跡→阪急西向日駅

高台歴史を楽しむ会年表

月

平成18年 10月

平成19年 1月

平成19年 4月

平成20年 3月

6月

6月

8月

平成21年 10月

10月

12月

平成22年 5月

5月

6月

12月

平成23年 5月

12月

実施日

実施月

行き先

発起人会の午後、五小校区内を散策する。

西山田遺跡→田苗池→下海印寺遺跡→境神→常夜灯→

谷田瓦窯跡→寂照院→走田9号古墳→走田神社

途中自己紹介・寂照院で記念写真。

実施日

実施月

行き先

集会所で発起人会開く。幹事5人を選任。

会費1家族100円・資料代50円程度・月1回開催等規則を決める。

講演「長岡京と桓武天皇にまつわる話」

講師　梶 晴雄

実施日

実施月

行き先

阪急洛西口→物集女城跡→淳和天皇火葬塚→物集女車塚古墳

→寺田大塚古墳→桓武天皇皇后陵→白鳳の泉→五塚原古墳→

向日市文化資料館→須田家住宅→向日神社→元稲荷古墳→

内裏正殿跡→阪急西向日駅

高台歴史を楽しむ会年表

10月 発起人会開催　　参加者　26人　幹事5人を選任　原則　月1回開催

資料代別途徴収で、1家族会費月100円でスタート。当日周辺散策　

お互いに名前を覚え親睦を図るため、名札を作成

資料代を会費に含め、会費月200円とする。資料全会員に配布

傷害保険の付保始める。保険会社は「あいおいニッセイ同和損害保険㈱」

名前入り揃いの帽子を作成　

全員で大阪書籍「中学社会　歴史」を購入し、歴史の学習を開始

「高台歴史を楽しむ会」の旗を作る

10月 例月資料内容充実し、会費月300円とする

10月 亀山・関宿へ初めてのバスツァー実施。　以後2年間に9回実施する

12月 3周年記念で関係者(参加率が高い人等)の表彰を行なう

発足以来、当会の発展に尽くされた矢本さんにご不幸

矢本さんご不幸のため、5月例会を中止し、6月に1ヶ月延期

矢本さんを偲ぶ会を開催

12月 満4年が経過し、再登録の確認を行なう

矢本さんを偲ぶ会(1周忌)を開催

12月 5周年記念懇親会を盛大に開催。5周年記念誌を発行

平成18年１０月9日（月）

平成18年１０月例会

五小校区内の歴史探訪

発起人会の午後、五小校区内を散策する。

西山田遺跡→田苗池→下海印寺遺跡→境神→常夜灯→

谷田瓦窯跡→寂照院→走田9号古墳→走田神社

途中自己紹介・寂照院で記念写真。

平成18年１０月9日（月）

平成18年１０月発起人会

集会所で発起人会開く。幹事5人を選任。

会費1家族100円・資料代50円程度・月1回開催等規則を決める。

講演「長岡京と桓武天皇にまつわる話」

平成18年１1月18日（土）

平成18年１1月例会

阪急洛西口→物集女城跡→淳和天皇火葬塚→物集女車塚古墳

→寺田大塚古墳→桓武天皇皇后陵→白鳳の泉→五塚原古墳→

向日市文化資料館→須田家住宅→向日神社→元稲荷古墳→

高台歴史を楽しむ会年表

発起人会開催　　参加者　26人　幹事5人を選任　原則　月1回開催

資料代別途徴収で、1家族会費月100円でスタート。当日周辺散策　

お互いに名前を覚え親睦を図るため、名札を作成

資料代を会費に含め、会費月200円とする。資料全会員に配布

傷害保険の付保始める。保険会社は「あいおいニッセイ同和損害保険㈱」

名前入り揃いの帽子を作成　

全員で大阪書籍「中学社会　歴史」を購入し、歴史の学習を開始

「高台歴史を楽しむ会」の旗を作る

例月資料内容充実し、会費月300円とする

亀山・関宿へ初めてのバスツァー実施。　以後2年間に9回実施する

3周年記念で関係者(参加率が高い人等)の表彰を行なう

発足以来、当会の発展に尽くされた矢本さんにご不幸

矢本さんご不幸のため、5月例会を中止し、6月に1ヶ月延期

矢本さんを偲ぶ会を開催

満4年が経過し、再登録の確認を行なう

矢本さんを偲ぶ会(1周忌)を開催

5周年記念懇親会を盛大に開催。5周年記念誌を発行

4

平成18年１０月9日（月）

平成18年１０月例会

五小校区内の歴史探訪

西山田遺跡→田苗池→下海印寺遺跡→境神→常夜灯→

谷田瓦窯跡→寂照院→走田9号古墳→走田神社

平成18年１０月9日（月）

平成18年１０月発起人会

高台集会所

会費1家族100円・資料代50円程度・月1回開催等規則を決める。

平成18年１1月18日（土）

平成18年１1月例会

向日町散策

阪急洛西口→物集女城跡→淳和天皇火葬塚→物集女車塚古墳

→寺田大塚古墳→桓武天皇皇后陵→白鳳の泉→五塚原古墳→

向日市文化資料館→須田家住宅→向日神社→元稲荷古墳→

件　　　　　　　　名

発起人会開催　　参加者　26人　幹事5人を選任　原則　月1回開催

資料代別途徴収で、1家族会費月100円でスタート。当日周辺散策　

お互いに名前を覚え親睦を図るため、名札を作成

資料代を会費に含め、会費月200円とする。資料全会員に配布

傷害保険の付保始める。保険会社は「あいおいニッセイ同和損害保険㈱」

名前入り揃いの帽子を作成　

全員で大阪書籍「中学社会　歴史」を購入し、歴史の学習を開始

「高台歴史を楽しむ会」の旗を作る

例月資料内容充実し、会費月300円とする

亀山・関宿へ初めてのバスツァー実施。　以後2年間に9回実施する

3周年記念で関係者(参加率が高い人等)の表彰を行なう

発足以来、当会の発展に尽くされた矢本さんにご不幸

矢本さんご不幸のため、5月例会を中止し、6月に1ヶ月延期

矢本さんを偲ぶ会を開催

満4年が経過し、再登録の確認を行なう

矢本さんを偲ぶ会(1周忌)を開催

5周年記念懇親会を盛大に開催。5周年記念誌を発行

平成18年１０月9日（月）

平成18年１０月例会

五小校区内の歴史探訪

平成18年１０月9日（月）

平成18年１０月発起人会

高台集会所

会費1家族100円・資料代50円程度・月1回開催等規則を決める。

平成18年１1月18日（土）

平成18年１1月例会

向日町散策

阪急洛西口→物集女城跡→淳和天皇火葬塚→物集女車塚古墳

→寺田大塚古墳→桓武天皇皇后陵→白鳳の泉→五塚原古墳→

向日市文化資料館→須田家住宅→向日神社→元稲荷古墳→

件　　　　　　　　名

発起人会開催　　参加者　26人　幹事5人を選任　原則　月1回開催

資料代別途徴収で、1家族会費月100円でスタート。当日周辺散策　

お互いに名前を覚え親睦を図るため、名札を作成

資料代を会費に含め、会費月200円とする。資料全会員に配布

傷害保険の付保始める。保険会社は「あいおいニッセイ同和損害保険㈱」

全員で大阪書籍「中学社会　歴史」を購入し、歴史の学習を開始

「高台歴史を楽しむ会」の旗を作る

例月資料内容充実し、会費月300円とする

亀山・関宿へ初めてのバスツァー実施。　以後2年間に9回実施する

3周年記念で関係者(参加率が高い人等)の表彰を行なう

発足以来、当会の発展に尽くされた矢本さんにご不幸

矢本さんご不幸のため、5月例会を中止し、6月に1ヶ月延期

満4年が経過し、再登録の確認を行なう

矢本さんを偲ぶ会(1周忌)を開催

5周年記念懇親会を盛大に開催。5周年記念誌を発行

会費1家族100円・資料代50円程度・月1回開催等規則を決める。

平成18年１1月18日（土）

件　　　　　　　　名

発起人会開催　　参加者　26人　幹事5人を選任　原則　月1回開催

資料代別途徴収で、1家族会費月100円でスタート。当日周辺散策　

お互いに名前を覚え親睦を図るため、名札を作成

資料代を会費に含め、会費月200円とする。資料全会員に配布

傷害保険の付保始める。保険会社は「あいおいニッセイ同和損害保険㈱」

全員で大阪書籍「中学社会　歴史」を購入し、歴史の学習を開始

例月資料内容充実し、会費月300円とする

亀山・関宿へ初めてのバスツァー実施。　以後2年間に9回実施する

3周年記念で関係者(参加率が高い人等)の表彰を行なう

発足以来、当会の発展に尽くされた矢本さんにご不幸

矢本さんご不幸のため、5月例会を中止し、6月に1ヶ月延期

5周年記念懇親会を盛大に開催。5周年記念誌を発行

発起人会開催　　参加者　26人　幹事5人を選任　原則　月1回開催

資料代別途徴収で、1家族会費月100円でスタート。当日周辺散策　

資料代を会費に含め、会費月200円とする。資料全会員に配布

傷害保険の付保始める。保険会社は「あいおいニッセイ同和損害保険㈱」

全員で大阪書籍「中学社会　歴史」を購入し、歴史の学習を開始

亀山・関宿へ初めてのバスツァー実施。　以後2年間に9回実施する

3周年記念で関係者(参加率が高い人等)の表彰を行なう

発足以来、当会の発展に尽くされた矢本さんにご不幸

矢本さんご不幸のため、5月例会を中止し、6月に1ヶ月延期

5周年記念懇親会を盛大に開催。5周年記念誌を発行

発起人会開催　　参加者　26人　幹事5人を選任　原則　月1回開催

資料代別途徴収で、1家族会費月100円でスタート。当日周辺散策　

資料代を会費に含め、会費月200円とする。資料全会員に配布

傷害保険の付保始める。保険会社は「あいおいニッセイ同和損害保険㈱」

全員で大阪書籍「中学社会　歴史」を購入し、歴史の学習を開始

亀山・関宿へ初めてのバスツァー実施。　以後2年間に9回実施する

傷害保険の付保始める。保険会社は「あいおいニッセイ同和損害保険㈱」



回数

参加者

天候

午後に出発。奈良国立博物館を見学の後、興福寺から南大門前で食事

をして２月堂に向かう。当日は寒さも緩く快適にお水取りを見られ

た。帰り遅くなる。

回数

参加者

天候

「正月にまつわるお話」をテーマにお国自慢を話し合う。

その後、懇親会。

回数 第10回

参加者

天候

午後に出発。奈良国立博物館を見学の後、興福寺から南大門前で食事

をして２月堂に向かう。当日は寒さも緩く快適にお水取りを見られ

た。帰り遅くなる。

回数

参加者

天候

「正月にまつわるお話」をテーマにお国自慢を話し合う。

その後、懇親会。

第10回

18名

晴れ

午後に出発。奈良国立博物館を見学の後、興福寺から南大門前で食事

をして２月堂に向かう。当日は寒さも緩く快適にお水取りを見られ

た。帰り遅くなる。

第8回

17名

晴れ

「正月にまつわるお話」をテーマにお国自慢を話し合う。

その後、懇親会。

大山崎を散策した後、同日夜に最初の懇親会を開き、大いに盛り

上がった。

葛原親王屋敷跡→久我縄手→山崎資料館→妙喜庵→離宮八幡

JR大山崎駅で解散。元気なものは歩いて帰る。

大阪府立弥生文化資料館→池上曽根遺跡

臨時とはいえ始めての遠出であった。

大阪南部まで電車を乗り継いで行く。非常に印象に残った。

講演「風林火山・謎の軍師　山本勘助」　講師　梶晴雄

ＮＨＫ大河ドラマで人気がでた山本勘助のお話を聞く。

後、少しビールで懇親。

実施日

実施月

行き先

午後に出発。奈良国立博物館を見学の後、興福寺から南大門前で食事

をして２月堂に向かう。当日は寒さも緩く快適にお水取りを見られ

自治会との共催、賀詞交歓の後、天王山に登山

天王山頂・山崎城跡→十七烈士の墓→酒解神社

→旗立松・展望台→山崎聖天

自治会とは云うものの、大半が当会員。

実施日

実施月

行き先

「正月にまつわるお話」をテーマにお国自慢を話し合う。

回数

参加者

天候

大山崎を散策した後、同日夜に最初の懇親会を開き、大いに盛り

上がった。

葛原親王屋敷跡→久我縄手→山崎資料館→妙喜庵→離宮八幡

JR大山崎駅で解散。元気なものは歩いて帰る。

回数

参加者

天候

大阪府立弥生文化資料館→池上曽根遺跡

臨時とはいえ始めての遠出であった。

大阪南部まで電車を乗り継いで行く。非常に印象に残った。

回数

参加者

天候

講演「風林火山・謎の軍師　山本勘助」　講師　梶晴雄

ＮＨＫ大河ドラマで人気がでた山本勘助のお話を聞く。

後、少しビールで懇親。

平成19年3月2日（金）

平成19年3月例会

二月堂・お水取り

午後に出発。奈良国立博物館を見学の後、興福寺から南大門前で食事

をして２月堂に向かう。当日は寒さも緩く快適にお水取りを見られ

回数

参加者

天候

自治会との共催、賀詞交歓の後、天王山に登山

天王山頂・山崎城跡→十七烈士の墓→酒解神社

→旗立松・展望台→山崎聖天

自治会とは云うものの、大半が当会員。

平成19年１月27日（土）

平成19年１月例会・学習懇談会

「正月にまつわるお話」をテーマにお国自慢を話し合う。

5

第4・5回

17・23名

晴れ

大山崎を散策した後、同日夜に最初の懇親会を開き、大いに盛り

葛原親王屋敷跡→久我縄手→山崎資料館→妙喜庵→離宮八幡

JR大山崎駅で解散。元気なものは歩いて帰る。

第7回

15名

晴れ

大阪府立弥生文化資料館→池上曽根遺跡

臨時とはいえ始めての遠出であった。

大阪南部まで電車を乗り継いで行く。非常に印象に残った。

第9回

16名

晴れ

講演「風林火山・謎の軍師　山本勘助」　講師　梶晴雄

ＮＨＫ大河ドラマで人気がでた山本勘助のお話を聞く。

後、少しビールで懇親。

平成19年3月2日（金）

平成19年3月例会

二月堂・お水取り

午後に出発。奈良国立博物館を見学の後、興福寺から南大門前で食事

をして２月堂に向かう。当日は寒さも緩く快適にお水取りを見られ

第6回

19名

晴れ

自治会との共催、賀詞交歓の後、天王山に登山

天王山頂・山崎城跡→十七烈士の墓→酒解神社

→旗立松・展望台→山崎聖天

自治会とは云うものの、大半が当会員。

平成19年１月27日（土）

平成19年１月例会・学習懇談会

高台集会所

「正月にまつわるお話」をテーマにお国自慢を話し合う。

第4・5回 実施日

17・23名 実施月

行き先

大山崎を散策した後、同日夜に最初の懇親会を開き、大いに盛り

葛原親王屋敷跡→久我縄手→山崎資料館→妙喜庵→離宮八幡

JR大山崎駅で解散。元気なものは歩いて帰る。

実施日

実施月

行き先

大阪府立弥生文化資料館→池上曽根遺跡

臨時とはいえ始めての遠出であった。

大阪南部まで電車を乗り継いで行く。非常に印象に残った。

実施日

実施月

行き先

講演「風林火山・謎の軍師　山本勘助」　講師　梶晴雄

ＮＨＫ大河ドラマで人気がでた山本勘助のお話を聞く。

後、少しビールで懇親。

平成19年3月2日（金）

平成19年3月例会

二月堂・お水取り

午後に出発。奈良国立博物館を見学の後、興福寺から南大門前で食事

をして２月堂に向かう。当日は寒さも緩く快適にお水取りを見られ

実施日

実施月

行き先

自治会との共催、賀詞交歓の後、天王山に登山

天王山頂・山崎城跡→十七烈士の墓→酒解神社

→旗立松・展望台→山崎聖天

自治会とは云うものの、大半が当会員。

平成19年１月27日（土）

平成19年１月例会・学習懇談会

高台集会所

「正月にまつわるお話」をテーマにお国自慢を話し合う。

実施日 平成18年１2月16日（土）

実施月 平成18年１2月例会・懇親会

行き先 大山崎散策・集会所

大山崎を散策した後、同日夜に最初の懇親会を開き、大いに盛り

葛原親王屋敷跡→久我縄手→山崎資料館→妙喜庵→離宮八幡

JR大山崎駅で解散。元気なものは歩いて帰る。

実施日 平成19年１月19日（金）

実施月

行き先

大阪府立弥生文化資料館→池上曽根遺跡

臨時とはいえ始めての遠出であった。

大阪南部まで電車を乗り継いで行く。非常に印象に残った。

実施日 平成19年2月17日（土）

実施月 平成19年2月例会・学習会

行き先

講演「風林火山・謎の軍師　山本勘助」　講師　梶晴雄

ＮＨＫ大河ドラマで人気がでた山本勘助のお話を聞く。

午後に出発。奈良国立博物館を見学の後、興福寺から南大門前で食事

実施日 平成19年１月1日（月）

実施月

行き先

自治会との共催、賀詞交歓の後、天王山に登山

天王山頂・山崎城跡→十七烈士の墓→酒解神社

自治会とは云うものの、大半が当会員。

平成19年１月例会・学習懇談会

平成18年１2月16日（土）

平成18年１2月例会・懇親会

大山崎散策・集会所

大山崎を散策した後、同日夜に最初の懇親会を開き、大いに盛り

葛原親王屋敷跡→久我縄手→山崎資料館→妙喜庵→離宮八幡

JR大山崎駅で解散。元気なものは歩いて帰る。

平成19年１月19日（金）

臨時開催

池上曽根遺跡

大阪南部まで電車を乗り継いで行く。非常に印象に残った。

平成19年2月17日（土）

平成19年2月例会・学習会

高台集会所

講演「風林火山・謎の軍師　山本勘助」　講師　梶晴雄

ＮＨＫ大河ドラマで人気がでた山本勘助のお話を聞く。

平成19年１月1日（月）

自治会と共催

天王山登山

自治会との共催、賀詞交歓の後、天王山に登山

天王山頂・山崎城跡→十七烈士の墓→酒解神社

平成18年１2月16日（土）

平成18年１2月例会・懇親会

大山崎散策・集会所

大山崎を散策した後、同日夜に最初の懇親会を開き、大いに盛り

葛原親王屋敷跡→久我縄手→山崎資料館→妙喜庵→離宮八幡

平成19年１月19日（金）

臨時開催

池上曽根遺跡

大阪南部まで電車を乗り継いで行く。非常に印象に残った。

平成19年2月17日（土）

平成19年2月例会・学習会

高台集会所

講演「風林火山・謎の軍師　山本勘助」　講師　梶晴雄

ＮＨＫ大河ドラマで人気がでた山本勘助のお話を聞く。

平成19年１月1日（月）

自治会と共催

天王山登山

平成18年１2月16日（土）

平成18年１2月例会・懇親会

平成19年１月19日（金）

平成19年2月17日（土）

平成19年2月例会・学習会

平成19年１月1日（月）



回数

参加者

天候

ＪＲ安土駅から歩く。山頂でお弁当。桜が満開であった。

セミナリオ跡→百々橋→天主閣跡→三重塔→安土城考古博物館

→信長の館

回数

参加者

天候

宇治川がダム放流で水嵩が高く、塔の島へは入れなかった。

ＪＲ宇治駅→橋姫神社→県神社→平等院→十三重の塔→宿木の碑

→宇治神社→宇治上神社→源氏物語ミュージアム→京阪宇治駅

平等院鳳凰堂は修理中。

回数

参加者

天候

近鉄天理駅から山の辺の道を歩く。途中旬の苺安く美味。

石上神社→衾田陵→黒塚古墳（昼食、記念写真）→崇神天皇陵

→景行天皇陵→大三輪神社→海拓榴市観音→近鉄桜井駅

回数

参加者

天候

天竜寺→野々宮神社→落柿舎→常寂光寺→二尊院→祇王寺→

化野念仏寺→鳥居本→森嘉（お土産嵯峨豆腐）→阪急嵐山駅、

梅雨で前日も翌日も雨の中で、幸運の晴天であった。

回数 第11回

参加者

天候

ＪＲ安土駅から歩く。山頂でお弁当。桜が満開であった。

セミナリオ跡→百々橋→天主閣跡→三重塔→安土城考古博物館

→信長の館

回数 第14回

参加者

天候

宇治川がダム放流で水嵩が高く、塔の島へは入れなかった。

ＪＲ宇治駅→橋姫神社→県神社→平等院→十三重の塔→宿木の碑

→宇治神社→宇治上神社→源氏物語ミュージアム→京阪宇治駅

平等院鳳凰堂は修理中。

回数 第12回

参加者

天候

近鉄天理駅から山の辺の道を歩く。途中旬の苺安く美味。

石上神社→衾田陵→黒塚古墳（昼食、記念写真）→崇神天皇陵

→景行天皇陵→大三輪神社→海拓榴市観音→近鉄桜井駅

回数 第13回

参加者

天候

天竜寺→野々宮神社→落柿舎→常寂光寺→二尊院→祇王寺→

化野念仏寺→鳥居本→森嘉（お土産嵯峨豆腐）→阪急嵐山駅、

梅雨で前日も翌日も雨の中で、幸運の晴天であった。

第11回

19名

晴れ

ＪＲ安土駅から歩く。山頂でお弁当。桜が満開であった。

セミナリオ跡→百々橋→天主閣跡→三重塔→安土城考古博物館

第14回

19名

曇り

宇治川がダム放流で水嵩が高く、塔の島へは入れなかった。

ＪＲ宇治駅→橋姫神社→県神社→平等院→十三重の塔→宿木の碑

→宇治神社→宇治上神社→源氏物語ミュージアム→京阪宇治駅

平等院鳳凰堂は修理中。

第12回

17名

晴れ

近鉄天理駅から山の辺の道を歩く。途中旬の苺安く美味。

石上神社→衾田陵→黒塚古墳（昼食、記念写真）→崇神天皇陵

→景行天皇陵→大三輪神社→海拓榴市観音→近鉄桜井駅

第13回

17名

晴れ

天竜寺→野々宮神社→落柿舎→常寂光寺→二尊院→祇王寺→

化野念仏寺→鳥居本→森嘉（お土産嵯峨豆腐）→阪急嵐山駅、

梅雨で前日も翌日も雨の中で、幸運の晴天であった。

実施日

実施月

行き先

ＪＲ安土駅から歩く。山頂でお弁当。桜が満開であった。

セミナリオ跡→百々橋→天主閣跡→三重塔→安土城考古博物館

実施日

実施月

行き先

宇治川がダム放流で水嵩が高く、塔の島へは入れなかった。

ＪＲ宇治駅→橋姫神社→県神社→平等院→十三重の塔→宿木の碑

→宇治神社→宇治上神社→源氏物語ミュージアム→京阪宇治駅

「9月例会の飛鳥散策」の事前学習会が開かれた。

壬申の乱、大化の改新、大津皇子の謀反等興味ある話が語られた。

のち懇親会を行う。

快晴で残暑が厳しかった。先月学習しているので興味深かった。

近鉄あすか駅→欽明天皇陵→鬼の俎・雪隠→天武・持統天皇合葬陵

→亀石→川原寺→石舞台→伝板蓋宮跡→亀形石像物・酒船石

→飛鳥寺→近鉄橿原神宮駅　川原寺で僧侶のお話を聞く。

実施日

実施月

行き先

近鉄天理駅から山の辺の道を歩く。途中旬の苺安く美味。

石上神社→衾田陵→黒塚古墳（昼食、記念写真）→崇神天皇陵

→景行天皇陵→大三輪神社→海拓榴市観音→近鉄桜井駅

実施日

実施月

行き先

天竜寺→野々宮神社→落柿舎→常寂光寺→二尊院→祇王寺→

化野念仏寺→鳥居本→森嘉（お土産嵯峨豆腐）→阪急嵐山駅、

梅雨で前日も翌日も雨の中で、幸運の晴天であった。

平成19年4月15日（日）

平成19年4月例会

ＪＲ安土駅から歩く。山頂でお弁当。桜が満開であった。

セミナリオ跡→百々橋→天主閣跡→三重塔→安土城考古博物館

平成19年7月21日（土）

平成19年7月例会

宇治川がダム放流で水嵩が高く、塔の島へは入れなかった。

ＪＲ宇治駅→橋姫神社→県神社→平等院→十三重の塔→宿木の碑

→宇治神社→宇治上神社→源氏物語ミュージアム→京阪宇治駅

回数

参加者

天候

「9月例会の飛鳥散策」の事前学習会が開かれた。

壬申の乱、大化の改新、大津皇子の謀反等興味ある話が語られた。

のち懇親会を行う。

回数

参加者

天候

快晴で残暑が厳しかった。先月学習しているので興味深かった。

近鉄あすか駅→欽明天皇陵→鬼の俎・雪隠→天武・持統天皇合葬陵

→亀石→川原寺→石舞台→伝板蓋宮跡→亀形石像物・酒船石

→飛鳥寺→近鉄橿原神宮駅　川原寺で僧侶のお話を聞く。

平成19年5月26日（土）

平成19年5月例会

近鉄天理駅から山の辺の道を歩く。途中旬の苺安く美味。

石上神社→衾田陵→黒塚古墳（昼食、記念写真）→崇神天皇陵

→景行天皇陵→大三輪神社→海拓榴市観音→近鉄桜井駅

平成19年6月23日（土）

平成19年6月例会

天竜寺→野々宮神社→落柿舎→常寂光寺→二尊院→祇王寺→

化野念仏寺→鳥居本→森嘉（お土産嵯峨豆腐）→阪急嵐山駅、

梅雨で前日も翌日も雨の中で、幸運の晴天であった。
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平成19年4月15日（日）

平成19年4月例会

安土城

ＪＲ安土駅から歩く。山頂でお弁当。桜が満開であった。

セミナリオ跡→百々橋→天主閣跡→三重塔→安土城考古博物館

平成19年7月21日（土）

平成19年7月例会

宇治

宇治川がダム放流で水嵩が高く、塔の島へは入れなかった。

ＪＲ宇治駅→橋姫神社→県神社→平等院→十三重の塔→宿木の碑

→宇治神社→宇治上神社→源氏物語ミュージアム→京阪宇治駅

第15回

30名

晴れ

「9月例会の飛鳥散策」の事前学習会が開かれた。

壬申の乱、大化の改新、大津皇子の謀反等興味ある話が語られた。

のち懇親会を行う。

第16回

22名

晴れ

快晴で残暑が厳しかった。先月学習しているので興味深かった。

近鉄あすか駅→欽明天皇陵→鬼の俎・雪隠→天武・持統天皇合葬陵

→亀石→川原寺→石舞台→伝板蓋宮跡→亀形石像物・酒船石

→飛鳥寺→近鉄橿原神宮駅　川原寺で僧侶のお話を聞く。

平成19年5月26日（土）

平成19年5月例会

山の辺の道

近鉄天理駅から山の辺の道を歩く。途中旬の苺安く美味。

石上神社→衾田陵→黒塚古墳（昼食、記念写真）→崇神天皇陵

→景行天皇陵→大三輪神社→海拓榴市観音→近鉄桜井駅

平成19年6月23日（土）

平成19年6月例会

嵐山・嵯峨

天竜寺→野々宮神社→落柿舎→常寂光寺→二尊院→祇王寺→

化野念仏寺→鳥居本→森嘉（お土産嵯峨豆腐）→阪急嵐山駅、

梅雨で前日も翌日も雨の中で、幸運の晴天であった。

平成19年4月15日（日）

平成19年4月例会

ＪＲ安土駅から歩く。山頂でお弁当。桜が満開であった。

セミナリオ跡→百々橋→天主閣跡→三重塔→安土城考古博物館

平成19年7月21日（土）

平成19年7月例会

宇治川がダム放流で水嵩が高く、塔の島へは入れなかった。

ＪＲ宇治駅→橋姫神社→県神社→平等院→十三重の塔→宿木の碑

→宇治神社→宇治上神社→源氏物語ミュージアム→京阪宇治駅

実施日

実施月

行き先

「9月例会の飛鳥散策」の事前学習会が開かれた。

壬申の乱、大化の改新、大津皇子の謀反等興味ある話が語られた。

実施日

実施月

行き先

快晴で残暑が厳しかった。先月学習しているので興味深かった。

近鉄あすか駅→欽明天皇陵→鬼の俎・雪隠→天武・持統天皇合葬陵

→亀石→川原寺→石舞台→伝板蓋宮跡→亀形石像物・酒船石

→飛鳥寺→近鉄橿原神宮駅　川原寺で僧侶のお話を聞く。

平成19年5月26日（土）

平成19年5月例会

山の辺の道

近鉄天理駅から山の辺の道を歩く。途中旬の苺安く美味。

石上神社→衾田陵→黒塚古墳（昼食、記念写真）→崇神天皇陵

平成19年6月23日（土）

平成19年6月例会

嵐山・嵯峨

天竜寺→野々宮神社→落柿舎→常寂光寺→二尊院→祇王寺→

化野念仏寺→鳥居本→森嘉（お土産嵯峨豆腐）→阪急嵐山駅、

実施日 平成19年8月4日（土）

実施月 平成19年8月学習会・懇親会

行き先

「9月例会の飛鳥散策」の事前学習会が開かれた。

壬申の乱、大化の改新、大津皇子の謀反等興味ある話が語られた。

実施日 平成19年9月22日（土）

実施月

行き先

快晴で残暑が厳しかった。先月学習しているので興味深かった。

近鉄あすか駅→欽明天皇陵→鬼の俎・雪隠→天武・持統天皇合葬陵

→亀石→川原寺→石舞台→伝板蓋宮跡→亀形石像物・酒船石

→飛鳥寺→近鉄橿原神宮駅　川原寺で僧侶のお話を聞く。

平成19年8月4日（土）

平成19年8月学習会・懇親会

高台集会所

「9月例会の飛鳥散策」の事前学習会が開かれた。

壬申の乱、大化の改新、大津皇子の謀反等興味ある話が語られた。

平成19年9月22日（土）

平成19年9月例会

飛鳥散策

快晴で残暑が厳しかった。先月学習しているので興味深かった。

近鉄あすか駅→欽明天皇陵→鬼の俎・雪隠→天武・持統天皇合葬陵

→亀石→川原寺→石舞台→伝板蓋宮跡→亀形石像物・酒船石

→飛鳥寺→近鉄橿原神宮駅　川原寺で僧侶のお話を聞く。

平成19年8月4日（土）

平成19年8月学習会・懇親会

高台集会所

壬申の乱、大化の改新、大津皇子の謀反等興味ある話が語られた。

平成19年9月22日（土）

平成19年9月例会

飛鳥散策

快晴で残暑が厳しかった。先月学習しているので興味深かった。

近鉄あすか駅→欽明天皇陵→鬼の俎・雪隠→天武・持統天皇合葬陵

→亀石→川原寺→石舞台→伝板蓋宮跡→亀形石像物・酒船石

→飛鳥寺→近鉄橿原神宮駅　川原寺で僧侶のお話を聞く。

平成19年8月4日（土）

平成19年8月学習会・懇親会

壬申の乱、大化の改新、大津皇子の謀反等興味ある話が語られた。

平成19年9月22日（土）

近鉄あすか駅→欽明天皇陵→鬼の俎・雪隠→天武・持統天皇合葬陵



回数

参加者

天候

朝から雨で心配したが、何とか小雨程度ですんだ。

昼食は茶店で温かいみそ汁を注文し、弁当を食べる。

ＪＲ加茂駅→岩船寺→石仏巡り・三体地蔵→笑い仏→浄瑠璃寺

→ＪＲ加茂駅　　おみやげの漬物100円は安かった。

回数

参加者

天候

天気は良かったが季節がら若干しぐれあり。乃木神社で宮司の話を

聞く。萬幹堂で揃って食事。大倉記念館で試飲。

御香宮、寺田屋、油掛地蔵に行く。

寺田屋で詳しい説明を聞く。

回数

参加者

天候

朝から雨で心配したが、何とか小雨程度ですんだ。

昼食は茶店で温かいみそ汁を注文し、弁当を食べる。

ＪＲ加茂駅→岩船寺→石仏巡り・三体地蔵→笑い仏→浄瑠璃寺

→ＪＲ加茂駅　　おみやげの漬物100円は安かった。

回数

参加者

天候

天気は良かったが季節がら若干しぐれあり。乃木神社で宮司の話を

聞く。萬幹堂で揃って食事。大倉記念館で試飲。

御香宮、寺田屋、油掛地蔵に行く。

寺田屋で詳しい説明を聞く。

第17回

28名

小雨

朝から雨で心配したが、何とか小雨程度ですんだ。

昼食は茶店で温かいみそ汁を注文し、弁当を食べる。

ＪＲ加茂駅→岩船寺→石仏巡り・三体地蔵→笑い仏→浄瑠璃寺

→ＪＲ加茂駅　　おみやげの漬物100円は安かった。

第18回

30名

晴れ

天気は良かったが季節がら若干しぐれあり。乃木神社で宮司の話を

聞く。萬幹堂で揃って食事。大倉記念館で試飲。

御香宮、寺田屋、油掛地蔵に行く。

寺田屋で詳しい説明を聞く。

実施日

実施月

行き先

朝から雨で心配したが、何とか小雨程度ですんだ。

昼食は茶店で温かいみそ汁を注文し、弁当を食べる。

ＪＲ加茂駅→岩船寺→石仏巡り・三体地蔵→笑い仏→浄瑠璃寺

→ＪＲ加茂駅　　おみやげの漬物100円は安かった。

実施日

実施月

行き先

天気は良かったが季節がら若干しぐれあり。乃木神社で宮司の話を

聞く。萬幹堂で揃って食事。大倉記念館で試飲。

御香宮、寺田屋、油掛地蔵に行く。

寺田屋で詳しい説明を聞く。

参加者

「忠臣蔵」を話題にした座談会。

12月と云えば忠臣蔵、人気あるテーマであり、話題沸騰。

あと料理を取っての忘年・懇親会。

寒い日であった。4時間かけて大原野神社まで歩く。

大原野神社内の春日乃茶店で揃って食事。

十輪寺の本堂は寒かった。願徳寺で国宝仏像を見る。

帰りはバス、電車を乗り継いで帰る。

智積院会館で昼食。

京都国立博物館、耳塚、豊国神社、方広寺、六波羅蜜寺、建仁寺、

積翠園(東山武田病院内にある、平重盛小松殿の庭園)等を巡る。

四条河原町で解散。各自寄り道して帰る。

「節分」をテーマに話し合う。

あと懇親会。

平成19年10月27日（土）

平成19年10月例会

当尾の石仏めぐり

朝から雨で心配したが、何とか小雨程度ですんだ。

昼食は茶店で温かいみそ汁を注文し、弁当を食べる。

ＪＲ加茂駅→岩船寺→石仏巡り・三体地蔵→笑い仏→浄瑠璃寺

→ＪＲ加茂駅　　おみやげの漬物100円は安かった。

平成19年11月23日（金/祝）

平成19年11月例会

天気は良かったが季節がら若干しぐれあり。乃木神社で宮司の話を

聞く。萬幹堂で揃って食事。大倉記念館で試飲。

御香宮、寺田屋、油掛地蔵に行く。

回数

参加者

天候

「忠臣蔵」を話題にした座談会。

12月と云えば忠臣蔵、人気あるテーマであり、話題沸騰。

あと料理を取っての忘年・懇親会。

回数

参加者

天候

寒い日であった。4時間かけて大原野神社まで歩く。

大原野神社内の春日乃茶店で揃って食事。

十輪寺の本堂は寒かった。願徳寺で国宝仏像を見る。

帰りはバス、電車を乗り継いで帰る。

回数

参加者

天候

智積院会館で昼食。

京都国立博物館、耳塚、豊国神社、方広寺、六波羅蜜寺、建仁寺、

積翠園(東山武田病院内にある、平重盛小松殿の庭園)等を巡る。

四条河原町で解散。各自寄り道して帰る。

回数

参加者

天候

「節分」をテーマに話し合う。

あと懇親会。
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平成19年10月27日（土）

平成19年10月例会

当尾の石仏めぐり

朝から雨で心配したが、何とか小雨程度ですんだ。

昼食は茶店で温かいみそ汁を注文し、弁当を食べる。

ＪＲ加茂駅→岩船寺→石仏巡り・三体地蔵→笑い仏→浄瑠璃寺

→ＪＲ加茂駅　　おみやげの漬物100円は安かった。

平成19年11月23日（金/祝）

平成19年11月例会

伏見散策

天気は良かったが季節がら若干しぐれあり。乃木神社で宮司の話を

聞く。萬幹堂で揃って食事。大倉記念館で試飲。

第19回

27名

晴れ

「忠臣蔵」を話題にした座談会。

12月と云えば忠臣蔵、人気あるテーマであり、話題沸騰。

あと料理を取っての忘年・懇親会。

第20回

26名

晴れ

寒い日であった。4時間かけて大原野神社まで歩く。

大原野神社内の春日乃茶店で揃って食事。

十輪寺の本堂は寒かった。願徳寺で国宝仏像を見る。

帰りはバス、電車を乗り継いで帰る。

第22回

20名

晴れ

智積院会館で昼食。

京都国立博物館、耳塚、豊国神社、方広寺、六波羅蜜寺、建仁寺、

積翠園(東山武田病院内にある、平重盛小松殿の庭園)等を巡る。

四条河原町で解散。各自寄り道して帰る。

第21回

21名

晴れ

「節分」をテーマに話し合う。

あと懇親会。

平成19年10月27日（土）

平成19年10月例会

当尾の石仏めぐり

ＪＲ加茂駅→岩船寺→石仏巡り・三体地蔵→笑い仏→浄瑠璃寺

平成19年11月23日（金/祝）

平成19年11月例会

伏見散策

天気は良かったが季節がら若干しぐれあり。乃木神社で宮司の話を

実施日

実施月

行き先

「忠臣蔵」を話題にした座談会。

12月と云えば忠臣蔵、人気あるテーマであり、話題沸騰。

あと料理を取っての忘年・懇親会。

実施日

実施月

行き先

寒い日であった。4時間かけて大原野神社まで歩く。

大原野神社内の春日乃茶店で揃って食事。

十輪寺の本堂は寒かった。願徳寺で国宝仏像を見る。

帰りはバス、電車を乗り継いで帰る。

実施日

実施月

行き先

京都国立博物館、耳塚、豊国神社、方広寺、六波羅蜜寺、建仁寺、

積翠園(東山武田病院内にある、平重盛小松殿の庭園)等を巡る。

四条河原町で解散。各自寄り道して帰る。

実施日

実施月

行き先

「節分」をテーマに話し合う。

平成19年10月27日（土）

平成19年11月23日（金/祝）

天気は良かったが季節がら若干しぐれあり。乃木神社で宮司の話を

実施日 平成19年12月15日（土）

実施月 平成19年12月懇談・懇親会

行き先

12月と云えば忠臣蔵、人気あるテーマであり、話題沸騰。

あと料理を取っての忘年・懇親会。

実施日 平成20年1月26日（土）

実施月

行き先

寒い日であった。4時間かけて大原野神社まで歩く。

大原野神社内の春日乃茶店で揃って食事。

十輪寺の本堂は寒かった。願徳寺で国宝仏像を見る。

帰りはバス、電車を乗り継いで帰る。

実施日 平成20年3月15日（土）

実施月

行き先 東山山麓散策

京都国立博物館、耳塚、豊国神社、方広寺、六波羅蜜寺、建仁寺、

積翠園(東山武田病院内にある、平重盛小松殿の庭園)等を巡る。

四条河原町で解散。各自寄り道して帰る。

実施日 平成20年2月16日（土）

実施月 平成20年2月学習会・懇親会

行き先

平成19年12月15日（土）

平成19年12月懇談・懇親会

高台集会所

12月と云えば忠臣蔵、人気あるテーマであり、話題沸騰。

平成20年1月26日（土）

平成20年1月例会

大原野を巡る

寒い日であった。4時間かけて大原野神社まで歩く。

十輪寺の本堂は寒かった。願徳寺で国宝仏像を見る。

平成20年3月15日（土）

平成20年3月例会

東山山麓散策

京都国立博物館、耳塚、豊国神社、方広寺、六波羅蜜寺、建仁寺、

積翠園(東山武田病院内にある、平重盛小松殿の庭園)等を巡る。

平成20年2月16日（土）

平成20年2月学習会・懇親会

高台集会所

平成19年12月15日（土）

平成19年12月懇談・懇親会

高台集会所

12月と云えば忠臣蔵、人気あるテーマであり、話題沸騰。

平成20年1月26日（土）

平成20年1月例会

大原野を巡る

平成20年3月15日（土）

平成20年3月例会

京都国立博物館、耳塚、豊国神社、方広寺、六波羅蜜寺、建仁寺、

積翠園(東山武田病院内にある、平重盛小松殿の庭園)等を巡る。

平成20年2月16日（土）

平成20年2月学習会・懇親会

高台集会所

平成19年12月15日（土）

平成19年12月懇談・懇親会

平成20年1月26日（土）

平成20年3月15日（土）

京都国立博物館、耳塚、豊国神社、方広寺、六波羅蜜寺、建仁寺、

平成20年2月16日（土）

平成20年2月学習会・懇親会



参加者

彦根城をじっくり見る。

さすが国宝見どころが多かった。

玄宮園で記念写真を撮ったが城が良く見えなかった。

参加者

夏のような暑い1日だった。毘沙門堂までの登り道、最後の階段は

しんどかった。毘沙門堂では僧侶の説明を受ける。

天智天皇陵、南禅寺、水路閣、琵琶湖疏水記念館に行く。

参加者

「旧石器時代、縄文時代、弥生時代」を学ぶ。

引き続いて、懇親会。

当日は好天で暑い一日だった。

参加者

地元なので人数は少し少なかった。

平和祈念碑、石仏、土塁跡、神足神社、勝龍寺城、勝龍寺、

恵解山古墳、中山修一記念館、最後はサントリービールで試飲

非常に暑い一日であった。

回数

参加者

天候

彦根城をじっくり見る。

さすが国宝見どころが多かった。

玄宮園で記念写真を撮ったが城が良く見えなかった。

回数

参加者

天候

夏のような暑い1日だった。毘沙門堂までの登り道、最後の階段は

しんどかった。毘沙門堂では僧侶の説明を受ける。

天智天皇陵、南禅寺、水路閣、琵琶湖疏水記念館に行く。

回数

参加者

天候

「旧石器時代、縄文時代、弥生時代」を学ぶ。

引き続いて、懇親会。

当日は好天で暑い一日だった。

回数

参加者

天候

地元なので人数は少し少なかった。

平和祈念碑、石仏、土塁跡、神足神社、勝龍寺城、勝龍寺、

恵解山古墳、中山修一記念館、最後はサントリービールで試飲

非常に暑い一日であった。

第23回

31名

晴れ

彦根城をじっくり見る。

さすが国宝見どころが多かった。

玄宮園で記念写真を撮ったが城が良く見えなかった。

第24回

21名

晴れ

夏のような暑い1日だった。毘沙門堂までの登り道、最後の階段は

しんどかった。毘沙門堂では僧侶の説明を受ける。

天智天皇陵、南禅寺、水路閣、琵琶湖疏水記念館に行く。

第26回

36名

晴れ

「旧石器時代、縄文時代、弥生時代」を学ぶ。

引き続いて、懇親会。

当日は好天で暑い一日だった。

第27回

19名

晴れ

地元なので人数は少し少なかった。

平和祈念碑、石仏、土塁跡、神足神社、勝龍寺城、勝龍寺、

恵解山古墳、中山修一記念館、最後はサントリービールで試飲

非常に暑い一日であった。

実施日

実施月

行き先

彦根城をじっくり見る。

さすが国宝見どころが多かった。

玄宮園で記念写真を撮ったが城が良く見えなかった。

実施日

実施月

行き先

夏のような暑い1日だった。毘沙門堂までの登り道、最後の階段は

しんどかった。毘沙門堂では僧侶の説明を受ける。

天智天皇陵、南禅寺、水路閣、琵琶湖疏水記念館に行く。

大阪城、大阪歴史博物館・地下の遺構見学、難波宮跡を巡る。

初めて揃いの帽子を被る。

実施日

実施月

行き先

「旧石器時代、縄文時代、弥生時代」を学ぶ。

当日は好天で暑い一日だった。

楽しむ会の旗始めて使用。効果あり。

大極殿正殿復元整備中で、幸運にも特別公開で屋根部分を見ること

ができる。

実施日

実施月

行き先

地元なので人数は少し少なかった。

平和祈念碑、石仏、土塁跡、神足神社、勝龍寺城、勝龍寺、

恵解山古墳、中山修一記念館、最後はサントリービールで試飲

非常に暑い一日であった。

実施日 平成20年4月20日（日）

実施月 平成20年4月例会

行き先

玄宮園で記念写真を撮ったが城が良く見えなかった。

実施日 平成20年5月17日（土）

実施月 平成20年5月例会

行き先

夏のような暑い1日だった。毘沙門堂までの登り道、最後の階段は

しんどかった。毘沙門堂では僧侶の説明を受ける。

天智天皇陵、南禅寺、水路閣、琵琶湖疏水記念館に行く。

回数

参加者

天候

大阪城、大阪歴史博物館・地下の遺構見学、難波宮跡を巡る。

初めて揃いの帽子を被る。

実施日 平成20年7月19日（土）

実施月 平成20年7月学習会・懇親会

行き先

「旧石器時代、縄文時代、弥生時代」を学ぶ。

回数

参加者

天候

楽しむ会の旗始めて使用。効果あり。

大極殿正殿復元整備中で、幸運にも特別公開で屋根部分を見ること

ができる。

実施日 平成20年8月10日（日）

実施月 平成20年8月例会

行き先 長岡京・西国街道

地元なので人数は少し少なかった。

平和祈念碑、石仏、土塁跡、神足神社、勝龍寺城、勝龍寺、

恵解山古墳、中山修一記念館、最後はサントリービールで試飲
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平成20年4月20日（日）

平成20年4月例会

彦根城

玄宮園で記念写真を撮ったが城が良く見えなかった。

平成20年5月17日（土）

平成20年5月例会

山科・疎水

夏のような暑い1日だった。毘沙門堂までの登り道、最後の階段は

しんどかった。毘沙門堂では僧侶の説明を受ける。

天智天皇陵、南禅寺、水路閣、琵琶湖疏水記念館に行く。

第25回

34名

曇り

大阪城、大阪歴史博物館・地下の遺構見学、難波宮跡を巡る。

初めて揃いの帽子を被る。

平成20年7月19日（土）

平成20年7月学習会・懇親会

高台集会所

「旧石器時代、縄文時代、弥生時代」を学ぶ。

第28回

34名

晴れ

楽しむ会の旗始めて使用。効果あり。

大極殿正殿復元整備中で、幸運にも特別公開で屋根部分を見ること

平成20年8月10日（日）

平成20年8月例会

長岡京・西国街道

平和祈念碑、石仏、土塁跡、神足神社、勝龍寺城、勝龍寺、

恵解山古墳、中山修一記念館、最後はサントリービールで試飲

平成20年4月20日（日）

平成20年4月例会

彦根城

平成20年5月17日（土）

平成20年5月例会

山科・疎水

夏のような暑い1日だった。毘沙門堂までの登り道、最後の階段は

天智天皇陵、南禅寺、水路閣、琵琶湖疏水記念館に行く。

実施日

実施月

行き先

大阪城、大阪歴史博物館・地下の遺構見学、難波宮跡を巡る。

初めて揃いの帽子を被る。

平成20年7月19日（土）

平成20年7月学習会・懇親会

高台集会所

実施日

実施月

行き先

楽しむ会の旗始めて使用。効果あり。

大極殿正殿復元整備中で、幸運にも特別公開で屋根部分を見ること

平成20年8月10日（日）

平成20年8月例会

長岡京・西国街道

平和祈念碑、石仏、土塁跡、神足神社、勝龍寺城、勝龍寺、

恵解山古墳、中山修一記念館、最後はサントリービールで試飲

平成20年4月20日（日）

平成20年5月17日（土）

夏のような暑い1日だった。毘沙門堂までの登り道、最後の階段は

実施日 平成20年6月21日（土）

実施月

行き先

大阪城、大阪歴史博物館・地下の遺構見学、難波宮跡を巡る。

平成20年7月19日（土）

平成20年7月学習会・懇親会

実施日 平成20年9月20日（土）

実施月

行き先

楽しむ会の旗始めて使用。効果あり。

大極殿正殿復元整備中で、幸運にも特別公開で屋根部分を見ること

平成20年8月10日（日）

平成20年6月21日（土）

平成20年6月例会

大阪城・難波宮跡

大阪城、大阪歴史博物館・地下の遺構見学、難波宮跡を巡る。

平成20年9月20日（土）

平成20年9月例会

平城宮跡

大極殿正殿復元整備中で、幸運にも特別公開で屋根部分を見ること

平成20年6月21日（土）

平成20年6月例会

大阪城・難波宮跡

大阪城、大阪歴史博物館・地下の遺構見学、難波宮跡を巡る。

平成20年9月20日（土）

平成20年9月例会

平城宮跡

大極殿正殿復元整備中で、幸運にも特別公開で屋根部分を見ること

平成20年6月21日（土）

平成20年9月20日（土）

大極殿正殿復元整備中で、幸運にも特別公開で屋根部分を見ること



回数

参加者

天候

前日雨で天気が心配だったが当日は好天だった。

仁徳陵古墳横のレストラン「もず野」で昼食。

堺市役所の展望台から古墳群を見る。

帰り阪堺電車特別列車出してくれる。

回数

参加者

天候

鳥羽・伏見の戦い跡を散策。小枝橋たもとの巽邸で家族の人に

柱に残った当時の弾丸の痕の説明を受ける。「美ね寅」で昼食。

鳥羽離宮跡、城南宮、鳥羽天皇陵等を巡る。

日常通る道だが、一歩中に入ると歴史が残っていることを感じた。

回数 第34回

参加者

天候

前日雨で天気が心配だったが当日は好天だった。

仁徳陵古墳横のレストラン「もず野」で昼食。

堺市役所の展望台から古墳群を見る。

帰り阪堺電車特別列車出してくれる。

回数 第29回

参加者

天候

鳥羽・伏見の戦い跡を散策。小枝橋たもとの巽邸で家族の人に

柱に残った当時の弾丸の痕の説明を受ける。「美ね寅」で昼食。

鳥羽離宮跡、城南宮、鳥羽天皇陵等を巡る。

日常通る道だが、一歩中に入ると歴史が残っていることを感じた。

第34回

37名

晴れ

前日雨で天気が心配だったが当日は好天だった。

仁徳陵古墳横のレストラン「もず野」で昼食。

堺市役所の展望台から古墳群を見る。

帰り阪堺電車特別列車出してくれる。

第29回

35名

晴れ

鳥羽・伏見の戦い跡を散策。小枝橋たもとの巽邸で家族の人に

柱に残った当時の弾丸の痕の説明を受ける。「美ね寅」で昼食。

鳥羽離宮跡、城南宮、鳥羽天皇陵等を巡る。

日常通る道だが、一歩中に入ると歴史が残っていることを感じた。

加地有定先生に「鎮墓石」についての講演を受ける。

引き続いて、年末懇親会を開く。夜遅くまで盛り上がる。

大徳寺から南に下ってくる。京都シティホテルで昼食。

紫式部・小野篁の墓、表・裏千家、清明神社、一条戻り橋

京都市考古資料館(応仁の乱の西陣跡地)、大極殿跡を巡る。

予想ほど寒くなかった。

「月輪古墳」「日本古代国家の形成」「NHK大河ドラマ　天・地

・人」多くのテーマで語り合う。

あと懇親会。

実施日

実施月

行き先

前日雨で天気が心配だったが当日は好天だった。

仁徳陵古墳横のレストラン「もず野」で昼食。

堺市役所の展望台から古墳群を見る。

帰り阪堺電車特別列車出してくれる。

実施日

実施月

行き先

鳥羽・伏見の戦い跡を散策。小枝橋たもとの巽邸で家族の人に

柱に残った当時の弾丸の痕の説明を受ける。「美ね寅」で昼食。

鳥羽離宮跡、城南宮、鳥羽天皇陵等を巡る。

日常通る道だが、一歩中に入ると歴史が残っていることを感じた。

なんとか雨が降らずに済んだ。人数が多く高槻市バスに全員

乗れるか心配だったが乗れた。高槻駅前の「がんこ」で昼食。

太田茶臼山古墳(伝継体天皇陵)、今城塚古墳(工事中)、

しろあと歴史資料館、高山右近高槻聖堂跡を巡る。

回数

参加者

天候

加地有定先生に「鎮墓石」についての講演を受ける。

引き続いて、年末懇親会を開く。夜遅くまで盛り上がる。

回数

参加者

天候

大徳寺から南に下ってくる。京都シティホテルで昼食。

紫式部・小野篁の墓、表・裏千家、清明神社、一条戻り橋

京都市考古資料館(応仁の乱の西陣跡地)、大極殿跡を巡る。

予想ほど寒くなかった。

回数

参加者

天候

「月輪古墳」「日本古代国家の形成」「NHK大河ドラマ　天・地

・人」多くのテーマで語り合う。

あと懇親会。

平成21年3月15日（日）

平成21年3月例会

堺　大仙古墳ほか

前日雨で天気が心配だったが当日は好天だった。

仁徳陵古墳横のレストラン「もず野」で昼食。

堺市役所の展望台から古墳群を見る。

帰り阪堺電車特別列車出してくれる。

平成20年10月13日（祝/月）

平成20年10月例会

鳥羽・伏見の古戦場

鳥羽・伏見の戦い跡を散策。小枝橋たもとの巽邸で家族の人に

柱に残った当時の弾丸の痕の説明を受ける。「美ね寅」で昼食。

鳥羽離宮跡、城南宮、鳥羽天皇陵等を巡る。

日常通る道だが、一歩中に入ると歴史が残っていることを感じた。

回数

参加者

天候

なんとか雨が降らずに済んだ。人数が多く高槻市バスに全員

乗れるか心配だったが乗れた。高槻駅前の「がんこ」で昼食。

太田茶臼山古墳(伝継体天皇陵)、今城塚古墳(工事中)、

しろあと歴史資料館、高山右近高槻聖堂跡を巡る。
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第31回

30名

晴れ

加地有定先生に「鎮墓石」についての講演を受ける。

引き続いて、年末懇親会を開く。夜遅くまで盛り上がる。

第32回

36名

晴れ

大徳寺から南に下ってくる。京都シティホテルで昼食。

紫式部・小野篁の墓、表・裏千家、清明神社、一条戻り橋

京都市考古資料館(応仁の乱の西陣跡地)、大極殿跡を巡る。

予想ほど寒くなかった。

第33回

35名

晴れ

「月輪古墳」「日本古代国家の形成」「NHK大河ドラマ　天・地

・人」多くのテーマで語り合う。

あと懇親会。

平成21年3月15日（日）

平成21年3月例会

堺　大仙古墳ほか

前日雨で天気が心配だったが当日は好天だった。

仁徳陵古墳横のレストラン「もず野」で昼食。

平成20年10月13日（祝/月）

平成20年10月例会

鳥羽・伏見の古戦場

鳥羽・伏見の戦い跡を散策。小枝橋たもとの巽邸で家族の人に

柱に残った当時の弾丸の痕の説明を受ける。「美ね寅」で昼食。

日常通る道だが、一歩中に入ると歴史が残っていることを感じた。

第30回

37名

曇り

なんとか雨が降らずに済んだ。人数が多く高槻市バスに全員

乗れるか心配だったが乗れた。高槻駅前の「がんこ」で昼食。

太田茶臼山古墳(伝継体天皇陵)、今城塚古墳(工事中)、

しろあと歴史資料館、高山右近高槻聖堂跡を巡る。

実施日

実施月

行き先

加地有定先生に「鎮墓石」についての講演を受ける。

引き続いて、年末懇親会を開く。夜遅くまで盛り上がる。

実施日

実施月

行き先

大徳寺から南に下ってくる。京都シティホテルで昼食。

紫式部・小野篁の墓、表・裏千家、清明神社、一条戻り橋

京都市考古資料館(応仁の乱の西陣跡地)、大極殿跡を巡る。

予想ほど寒くなかった。

実施日

実施月

行き先

「月輪古墳」「日本古代国家の形成」「NHK大河ドラマ　天・地

・人」多くのテーマで語り合う。

平成21年3月15日（日）

平成21年3月例会

堺　大仙古墳ほか

平成20年10月13日（祝/月）

平成20年10月例会

鳥羽・伏見の古戦場

鳥羽・伏見の戦い跡を散策。小枝橋たもとの巽邸で家族の人に

柱に残った当時の弾丸の痕の説明を受ける。「美ね寅」で昼食。

日常通る道だが、一歩中に入ると歴史が残っていることを感じた。

実施日

実施月

行き先

なんとか雨が降らずに済んだ。人数が多く高槻市バスに全員

乗れるか心配だったが乗れた。高槻駅前の「がんこ」で昼食。

太田茶臼山古墳(伝継体天皇陵)、今城塚古墳(工事中)、

しろあと歴史資料館、高山右近高槻聖堂跡を巡る。

実施日 平成20年12月20日（土）

実施月 平成20年12月講演会・懇親会

行き先

加地有定先生に「鎮墓石」についての講演を受ける。

引き続いて、年末懇親会を開く。夜遅くまで盛り上がる。

実施日 平成21年1月25日（日）

実施月

行き先 西陣界隈の歴史探索

大徳寺から南に下ってくる。京都シティホテルで昼食。

紫式部・小野篁の墓、表・裏千家、清明神社、一条戻り橋

京都市考古資料館(応仁の乱の西陣跡地)、大極殿跡を巡る。

実施日 平成21年2月21日（土）

実施月 平成21年2月学習会・懇親会

行き先

「月輪古墳」「日本古代国家の形成」「NHK大河ドラマ　天・地

・人」多くのテーマで語り合う。

平成20年10月13日（祝/月）

実施日 平成20年11月15日（土）

実施月 平成20年11月例会

行き先 高槻・太田茶臼山古墳

なんとか雨が降らずに済んだ。人数が多く高槻市バスに全員

乗れるか心配だったが乗れた。高槻駅前の「がんこ」で昼食。

太田茶臼山古墳(伝継体天皇陵)、今城塚古墳(工事中)、

しろあと歴史資料館、高山右近高槻聖堂跡を巡る。

平成20年12月20日（土）

平成20年12月講演会・懇親会

高台集会所

加地有定先生に「鎮墓石」についての講演を受ける。

引き続いて、年末懇親会を開く。夜遅くまで盛り上がる。

平成21年1月25日（日）

平成21年1月例会

西陣界隈の歴史探索

大徳寺から南に下ってくる。京都シティホテルで昼食。

紫式部・小野篁の墓、表・裏千家、清明神社、一条戻り橋

京都市考古資料館(応仁の乱の西陣跡地)、大極殿跡を巡る。

平成21年2月21日（土）

平成21年2月学習会・懇親会

高台集会所

「月輪古墳」「日本古代国家の形成」「NHK大河ドラマ　天・地

平成20年11月15日（土）

平成20年11月例会

高槻・太田茶臼山古墳

なんとか雨が降らずに済んだ。人数が多く高槻市バスに全員

乗れるか心配だったが乗れた。高槻駅前の「がんこ」で昼食。

太田茶臼山古墳(伝継体天皇陵)、今城塚古墳(工事中)、

しろあと歴史資料館、高山右近高槻聖堂跡を巡る。

平成20年12月20日（土）

平成20年12月講演会・懇親会

高台集会所

引き続いて、年末懇親会を開く。夜遅くまで盛り上がる。

平成21年1月25日（日）

平成21年1月例会

西陣界隈の歴史探索

大徳寺から南に下ってくる。京都シティホテルで昼食。

紫式部・小野篁の墓、表・裏千家、清明神社、一条戻り橋

京都市考古資料館(応仁の乱の西陣跡地)、大極殿跡を巡る。

平成21年2月21日（土）

平成21年2月学習会・懇親会

高台集会所

「月輪古墳」「日本古代国家の形成」「NHK大河ドラマ　天・地

平成20年11月15日（土）

平成20年11月例会

高槻・太田茶臼山古墳

なんとか雨が降らずに済んだ。人数が多く高槻市バスに全員

乗れるか心配だったが乗れた。高槻駅前の「がんこ」で昼食。

太田茶臼山古墳(伝継体天皇陵)、今城塚古墳(工事中)、

平成20年12月20日（土）

平成20年12月講演会・懇親会

平成21年1月25日（日）

平成21年2月21日（土）

平成21年2月学習会・懇親会

「月輪古墳」「日本古代国家の形成」「NHK大河ドラマ　天・地

平成20年11月15日（土）



回数

参加者

天候

老舗「鶴喜そば」で昼食。絶好の天気で、桜満開だった。

滋賀院門跡、日吉大社、三井寺等を巡る。

参加者

現光寺(源氏寺)で昼食(魚ちから仕出しを取る)。

お酒・ビールは向かいの酒店で各自購入。

須磨寺を中心に周辺を散策。

回数

参加者

天候

午後本格的な雨になる。門前の橋本屋で名代山菜料理を食べる。

大野寺、室生寺をじっくり見る。名代よもぎ餅が美味しかった。

近鉄室生駅から奈良交通バス貸切にしてくれる。

回数

参加者

天候

老舗「鶴喜そば」で昼食。絶好の天気で、桜満開だった。

滋賀院門跡、日吉大社、三井寺等を巡る。

回数

参加者

天候

現光寺(源氏寺)で昼食(魚ちから仕出しを取る)。

お酒・ビールは向かいの酒店で各自購入。

須磨寺を中心に周辺を散策。

回数

参加者

天候 曇りのち雨

午後本格的な雨になる。門前の橋本屋で名代山菜料理を食べる。

大野寺、室生寺をじっくり見る。名代よもぎ餅が美味しかった。

近鉄室生駅から奈良交通バス貸切にしてくれる。

第35回

31名

晴れ

老舗「鶴喜そば」で昼食。絶好の天気で、桜満開だった。

滋賀院門跡、日吉大社、三井寺等を巡る。

第40回

33名

晴れ

現光寺(源氏寺)で昼食(魚ちから仕出しを取る)。

お酒・ビールは向かいの酒店で各自購入。

須磨寺を中心に周辺を散策。

第36回

30名

曇りのち雨

午後本格的な雨になる。門前の橋本屋で名代山菜料理を食べる。

大野寺、室生寺をじっくり見る。名代よもぎ餅が美味しかった。

近鉄室生駅から奈良交通バス貸切にしてくれる。

実施日

実施月

行き先

老舗「鶴喜そば」で昼食。絶好の天気で、桜満開だった。

滋賀院門跡、日吉大社、三井寺等を巡る。

醍醐寺内の雨月茶屋(御所から移築の建物)で昼食。

法界寺、醍醐寺・三宝院、勧修寺に行く。

法界寺の仏像は見ごたえがあった。

実施日

実施月

行き先

現光寺(源氏寺)で昼食(魚ちから仕出しを取る)。

お酒・ビールは向かいの酒店で各自購入。

須磨寺を中心に周辺を散策。

実施日

実施月

行き先

午後本格的な雨になる。門前の橋本屋で名代山菜料理を食べる。

大野寺、室生寺をじっくり見る。名代よもぎ餅が美味しかった。

近鉄室生駅から奈良交通バス貸切にしてくれる。

むし暑い一日だった。参加者いままでで最高。

今井町「横田寿し」で昼食。

橿原神宮、橿原考古学博物館、畝傍山陵（伝神武天皇陵）を見て、

今井町を散策、中世にタイムスリップしたようであった。

「戦争」をテーマに話し合い、神足空襲について学ぶ。

戦時中の物品を持ち寄る。その後、懇親会。

平成21年4月9日（木）

平成21年4月例会

老舗「鶴喜そば」で昼食。絶好の天気で、桜満開だった。

滋賀院門跡、日吉大社、三井寺等を巡る。

回数

参加者

天候

醍醐寺内の雨月茶屋(御所から移築の建物)で昼食。

法界寺、醍醐寺・三宝院、勧修寺に行く。

法界寺の仏像は見ごたえがあった。

実施日 平成21年9月13日（日）

実施月 平成21年9月例会

行き先

現光寺(源氏寺)で昼食(魚ちから仕出しを取る)。

お酒・ビールは向かいの酒店で各自購入。

平成21年5月17日（日）

平成21年5月例会

午後本格的な雨になる。門前の橋本屋で名代山菜料理を食べる。

大野寺、室生寺をじっくり見る。名代よもぎ餅が美味しかった。

近鉄室生駅から奈良交通バス貸切にしてくれる。

回数

参加者

天候

むし暑い一日だった。参加者いままでで最高。

今井町「横田寿し」で昼食。

橿原神宮、橿原考古学博物館、畝傍山陵（伝神武天皇陵）を見て、

今井町を散策、中世にタイムスリップしたようであった。

回数

参加者

天候

「戦争」をテーマに話し合い、神足空襲について学ぶ。

戦時中の物品を持ち寄る。その後、懇親会。
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平成21年4月9日（木）

平成21年4月例会

三井寺・坂本

老舗「鶴喜そば」で昼食。絶好の天気で、桜満開だった。

第37回

28名

曇り

醍醐寺内の雨月茶屋(御所から移築の建物)で昼食。

法界寺、醍醐寺・三宝院、勧修寺に行く。

法界寺の仏像は見ごたえがあった。

平成21年9月13日（日）

平成21年9月例会

須磨

現光寺(源氏寺)で昼食(魚ちから仕出しを取る)。

平成21年5月17日（日）

平成21年5月例会

室生寺

午後本格的な雨になる。門前の橋本屋で名代山菜料理を食べる。

大野寺、室生寺をじっくり見る。名代よもぎ餅が美味しかった。

近鉄室生駅から奈良交通バス貸切にしてくれる。

第38回

40名

曇り

むし暑い一日だった。参加者いままでで最高。

今井町「横田寿し」で昼食。

橿原神宮、橿原考古学博物館、畝傍山陵（伝神武天皇陵）を見て、

今井町を散策、中世にタイムスリップしたようであった。

第39回

26名

雨

「戦争」をテーマに話し合い、神足空襲について学ぶ。

戦時中の物品を持ち寄る。その後、懇親会。

平成21年4月9日（木）

平成21年4月例会

三井寺・坂本

老舗「鶴喜そば」で昼食。絶好の天気で、桜満開だった。

実施日

実施月

行き先

醍醐寺内の雨月茶屋(御所から移築の建物)で昼食。

法界寺、醍醐寺・三宝院、勧修寺に行く。

法界寺の仏像は見ごたえがあった。

平成21年9月13日（日）

平成21年9月例会

須磨

平成21年5月17日（日）

平成21年5月例会

午後本格的な雨になる。門前の橋本屋で名代山菜料理を食べる。

大野寺、室生寺をじっくり見る。名代よもぎ餅が美味しかった。

実施日

実施月

行き先

むし暑い一日だった。参加者いままでで最高。

今井町「横田寿し」で昼食。

橿原神宮、橿原考古学博物館、畝傍山陵（伝神武天皇陵）を見て、

今井町を散策、中世にタイムスリップしたようであった。

実施日

実施月

行き先

「戦争」をテーマに話し合い、神足空襲について学ぶ。

戦時中の物品を持ち寄る。その後、懇親会。

実施日 平成21年6月20日（土）

実施月

行き先

醍醐寺内の雨月茶屋(御所から移築の建物)で昼食。

法界寺、醍醐寺・三宝院、勧修寺に行く。

法界寺の仏像は見ごたえがあった。

平成21年9月13日（日）

実施日 平成21年7月8日（水）

実施月

行き先

むし暑い一日だった。参加者いままでで最高。

橿原神宮、橿原考古学博物館、畝傍山陵（伝神武天皇陵）を見て、

今井町を散策、中世にタイムスリップしたようであった。

実施日 平成21年8月1日（土）

実施月 平成21年8月学習会・懇親会

行き先

「戦争」をテーマに話し合い、神足空襲について学ぶ。

戦時中の物品を持ち寄る。その後、懇親会。

平成21年6月20日（土）

平成21年6月例会

醍醐方面散策

醍醐寺内の雨月茶屋(御所から移築の建物)で昼食。

平成21年7月8日（水）

平成21年7月例会

今井町

むし暑い一日だった。参加者いままでで最高。

橿原神宮、橿原考古学博物館、畝傍山陵（伝神武天皇陵）を見て、

今井町を散策、中世にタイムスリップしたようであった。

平成21年8月1日（土）

平成21年8月学習会・懇親会

高台集会所

「戦争」をテーマに話し合い、神足空襲について学ぶ。

戦時中の物品を持ち寄る。その後、懇親会。

平成21年6月20日（土）

平成21年6月例会

醍醐方面散策

平成21年7月8日（水）

平成21年7月例会

今井町

橿原神宮、橿原考古学博物館、畝傍山陵（伝神武天皇陵）を見て、

今井町を散策、中世にタイムスリップしたようであった。

平成21年8月1日（土）

平成21年8月学習会・懇親会

高台集会所

「戦争」をテーマに話し合い、神足空襲について学ぶ。

平成21年6月20日（土）

平成21年7月8日（水）

橿原神宮、橿原考古学博物館、畝傍山陵（伝神武天皇陵）を見て、

平成21年8月1日（土）

平成21年8月学習会・懇親会



回数

参加者

天候

法隆寺前の「和食さと」で昼食。

藤木古墳→法隆寺→大宝蔵院→法隆寺(西伽藍・金堂)→

法隆寺(東院伽藍・夢殿)→中宮寺

法隆寺はさすが見どころが多かった。

回数

参加者

天候

始めてのバスツァー。関宿の「山石」で食事。

亀山城跡、関宿を散策。亀山は街道筋で古い町並みが残っていた。

関宿でオープン直後の足湯に入る。

回数

参加者

天候

石見さんに即成院の話を聞く。

3周年の表彰を行う。表彰者梶、中原、伊藤、中西夫妻、後藤の各氏

年末懇親会を行う。

回数

参加者

天候

法隆寺前の「和食さと」で昼食。

藤木古墳→法隆寺→大宝蔵院→法隆寺(西伽藍・金堂)→

法隆寺(東院伽藍・夢殿)→中宮寺

法隆寺はさすが見どころが多かった。

回数

参加者

天候

始めてのバスツァー。関宿の「山石」で食事。

亀山城跡、関宿を散策。亀山は街道筋で古い町並みが残っていた。

関宿でオープン直後の足湯に入る。

回数

参加者

天候

石見さんに即成院の話を聞く。

3周年の表彰を行う。表彰者梶、中原、伊藤、中西夫妻、後藤の各氏

年末懇親会を行う。

第41回

30名

晴れ

法隆寺前の「和食さと」で昼食。

藤木古墳→法隆寺→大宝蔵院→法隆寺(西伽藍・金堂)→

法隆寺(東院伽藍・夢殿)→中宮寺

法隆寺はさすが見どころが多かった。

第42回

41名

晴れ

始めてのバスツァー。関宿の「山石」で食事。

亀山城跡、関宿を散策。亀山は街道筋で古い町並みが残っていた。

関宿でオープン直後の足湯に入る。

第43回

36名

晴れ

石見さんに即成院の話を聞く。

3周年の表彰を行う。表彰者梶、中原、伊藤、中西夫妻、後藤の各氏

年末懇親会を行う。

実施日

実施月

行き先

法隆寺前の「和食さと」で昼食。

藤木古墳→法隆寺→大宝蔵院→法隆寺(西伽藍・金堂)→

法隆寺(東院伽藍・夢殿)→中宮寺

法隆寺はさすが見どころが多かった。

実施日

実施月

行き先

始めてのバスツァー。関宿の「山石」で食事。

亀山城跡、関宿を散策。亀山は街道筋で古い町並みが残っていた。

関宿でオープン直後の足湯に入る。

実施日

実施月

行き先

石見さんに即成院の話を聞く。

3周年の表彰を行う。表彰者梶、中原、伊藤、中西夫妻、後藤の各氏

参加者

「坂本龍馬」テーマに話し合う。

あと懇親会を行う。

参加者

2回目のバスツァーだったが、改修直前で人気があり、気候も良く

人が多かった。姫路に着くのも渋滞で大幅に遅れる。

姫路城にも、行列で入るのに時間がかかった。

昼食は姫路城前であなご丼。

参加者

三千院門前の「せりょう」で湯豆腐料理を食べる。

三千院、寂光院を中心に大原を散策。

平成21年10月24日（土）

平成21年10月例会

藤木古墳→法隆寺→大宝蔵院→法隆寺(西伽藍・金堂)→

法隆寺はさすが見どころが多かった。

平成21年11月7日（土）

平成21年11月例会

始めてのバスツァー。関宿の「山石」で食事。

亀山城跡、関宿を散策。亀山は街道筋で古い町並みが残っていた。

関宿でオープン直後の足湯に入る。

平成21年12月20日（日）

平成21年12月学習会・懇親会

3周年の表彰を行う。表彰者梶、中原、伊藤、中西夫妻、後藤の各氏

回数

参加者

天候

「坂本龍馬」テーマに話し合う。

あと懇親会を行う。

回数

参加者

天候

2回目のバスツァーだったが、改修直前で人気があり、気候も良く

人が多かった。姫路に着くのも渋滞で大幅に遅れる。

姫路城にも、行列で入るのに時間がかかった。

昼食は姫路城前であなご丼。

回数

参加者

天候

三千院門前の「せりょう」で湯豆腐料理を食べる。

三千院、寂光院を中心に大原を散策。
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平成21年10月24日（土）

平成21年10月例会

法隆寺

藤木古墳→法隆寺→大宝蔵院→法隆寺(西伽藍・金堂)→

平成21年11月7日（土）

平成21年11月例会

亀山・関宿

始めてのバスツァー。関宿の「山石」で食事。

亀山城跡、関宿を散策。亀山は街道筋で古い町並みが残っていた。

平成21年12月20日（日）

平成21年12月学習会・懇親会

高台集会所

3周年の表彰を行う。表彰者梶、中原、伊藤、中西夫妻、後藤の各氏

第45回

30名

晴れ

「坂本龍馬」テーマに話し合う。

あと懇親会を行う。

第46回

39名

晴れ

2回目のバスツァーだったが、改修直前で人気があり、気候も良く

人が多かった。姫路に着くのも渋滞で大幅に遅れる。

姫路城にも、行列で入るのに時間がかかった。

昼食は姫路城前であなご丼。

第44回

33名

曇り

三千院門前の「せりょう」で湯豆腐料理を食べる。

三千院、寂光院を中心に大原を散策。

平成21年10月24日（土）

平成21年10月例会

法隆寺

平成21年11月7日（土）

平成21年11月例会

亀山・関宿

亀山城跡、関宿を散策。亀山は街道筋で古い町並みが残っていた。

平成21年12月20日（日）

平成21年12月学習会・懇親会

高台集会所

3周年の表彰を行う。表彰者梶、中原、伊藤、中西夫妻、後藤の各氏

実施日

実施月

行き先

「坂本龍馬」テーマに話し合う。

実施日

実施月

行き先

2回目のバスツァーだったが、改修直前で人気があり、気候も良く

人が多かった。姫路に着くのも渋滞で大幅に遅れる。

姫路城にも、行列で入るのに時間がかかった。

昼食は姫路城前であなご丼。

実施日

実施月

行き先

三千院門前の「せりょう」で湯豆腐料理を食べる。

三千院、寂光院を中心に大原を散策。

平成21年10月24日（土）

亀山城跡、関宿を散策。亀山は街道筋で古い町並みが残っていた。

平成21年12月20日（日）

平成21年12月学習会・懇親会

3周年の表彰を行う。表彰者梶、中原、伊藤、中西夫妻、後藤の各氏

実施日 平成22年2月6日（土）

実施月 平成22年2月学習会・懇親会

行き先

「坂本龍馬」テーマに話し合う。

実施日 平成22年3月27日（土）

実施月 平成22年3月例会

行き先

2回目のバスツァーだったが、改修直前で人気があり、気候も良く

人が多かった。姫路に着くのも渋滞で大幅に遅れる。

姫路城にも、行列で入るのに時間がかかった。

実施日 平成22年1月23日（土）

実施月 平成22年1月例会

行き先

三千院門前の「せりょう」で湯豆腐料理を食べる。

三千院、寂光院を中心に大原を散策。

平成22年2月6日（土）

平成22年2月学習会・懇親会

高台集会所

平成22年3月27日（土）

平成22年3月例会

姫路城

2回目のバスツァーだったが、改修直前で人気があり、気候も良く

人が多かった。姫路に着くのも渋滞で大幅に遅れる。

姫路城にも、行列で入るのに時間がかかった。

平成22年1月23日（土）

平成22年1月例会

大原・三千院

三千院門前の「せりょう」で湯豆腐料理を食べる。

平成22年2月6日（土）

平成22年2月学習会・懇親会

高台集会所

平成22年3月27日（土）

平成22年3月例会

姫路城

2回目のバスツァーだったが、改修直前で人気があり、気候も良く

平成22年1月23日（土）

平成22年1月例会

大原・三千院

平成22年2月6日（土）

平成22年2月学習会・懇親会

平成22年3月27日（土）

2回目のバスツァーだったが、改修直前で人気があり、気候も良く

平成22年1月23日（土）



回数

参加者

天候

矢本さんの件で1月づらし実施。鴨川畔の「いずもや」で昼食

東山霊山歴史館を振り出しに坂本龍馬にまつわる史跡を散策。

京都の繁華街を練り歩く。

回数

参加者

天候

連続のバスツァーだったが、姉川古戦場ではバスから降りられない位

ひどい雨だった。昼食は「おりひめ」で定食

姉川古戦場→三田村城館→浅井歴史民族資料館→小谷城跡・虎御前山

→国友鉄砲の里資料館内で記念写真→長浜

回数

参加者

天候

4回目のバスツァー。浅井家ゆかりの持明院で精進料理を食べる。

金剛峯寺で「秀次切腹の間」（柳の間）を見る。奇しくも当日は

秀次が切腹した日。根本大塔前で記念写真。高野山・奥ノ院

をじっくり見る。

回数

参加者

天候

矢本さんの件で1月づらし実施。鴨川畔の「いずもや」で昼食

東山霊山歴史館を振り出しに坂本龍馬にまつわる史跡を散策。

京都の繁華街を練り歩く。

回数

参加者

天候

連続のバスツァーだったが、姉川古戦場ではバスから降りられない位

ひどい雨だった。昼食は「おりひめ」で定食

姉川古戦場→三田村城館→浅井歴史民族資料館→小谷城跡・虎御前山

→国友鉄砲の里資料館内で記念写真→長浜

回数

参加者

天候

4回目のバスツァー。浅井家ゆかりの持明院で精進料理を食べる。

金剛峯寺で「秀次切腹の間」（柳の間）を見る。奇しくも当日は

秀次が切腹した日。根本大塔前で記念写真。高野山・奥ノ院

をじっくり見る。

第48回

23名

曇り

矢本さんの件で1月づらし実施。鴨川畔の「いずもや」で昼食

東山霊山歴史館を振り出しに坂本龍馬にまつわる史跡を散策。

京都の繁華街を練り歩く。

第47回

39名

大雨

連続のバスツァーだったが、姉川古戦場ではバスから降りられない位

ひどい雨だった。昼食は「おりひめ」で定食

姉川古戦場→三田村城館→浅井歴史民族資料館→小谷城跡・虎御前山

→国友鉄砲の里資料館内で記念写真→長浜

第49回

31名

晴れ

4回目のバスツァー。浅井家ゆかりの持明院で精進料理を食べる。

金剛峯寺で「秀次切腹の間」（柳の間）を見る。奇しくも当日は

秀次が切腹した日。根本大塔前で記念写真。高野山・奥ノ院

をじっくり見る。

実施日

実施月

行き先

矢本さんの件で1月づらし実施。鴨川畔の「いずもや」で昼食

東山霊山歴史館を振り出しに坂本龍馬にまつわる史跡を散策。

京都の繁華街を練り歩く。

参加者少し少なかった。

梶さんの「祇園祭と町衆」の話を聞く。

氷菓子を食べながら懇談。

5回目のバスツァー。福井県は始めて。

食事は天皇陛下が休憩された朝倉亭の2階座敷で食べる。

丸岡城、一乗谷朝倉遺跡資料館、下城戸、復元町屋・武家屋敷

朝倉館、庭園を見学する。

久し振りに弁当持参。平城遷都1300年祭で人が多かった。

再建なった大極殿を見学する。遣唐使船も復原作成されていた。

あと薬師寺に行く。

実施日

実施月

行き先

連続のバスツァーだったが、姉川古戦場ではバスから降りられない位

ひどい雨だった。昼食は「おりひめ」で定食

姉川古戦場→三田村城館→浅井歴史民族資料館→小谷城跡・虎御前山

→国友鉄砲の里資料館内で記念写真→長浜

実施日

実施月

行き先

4回目のバスツァー。浅井家ゆかりの持明院で精進料理を食べる。

金剛峯寺で「秀次切腹の間」（柳の間）を見る。奇しくも当日は

秀次が切腹した日。根本大塔前で記念写真。高野山・奥ノ院

実施日 平成22年6月19日（土）

実施月 平成22年6月例会

行き先 東山・霊山歴史館

矢本さんの件で1月づらし実施。鴨川畔の「いずもや」で昼食

東山霊山歴史館を振り出しに坂本龍馬にまつわる史跡を散策。

回数

参加者

天候

参加者少し少なかった。

梶さんの「祇園祭と町衆」の話を聞く。

氷菓子を食べながら懇談。

回数

参加者

天候

5回目のバスツァー。福井県は始めて。

食事は天皇陛下が休憩された朝倉亭の2階座敷で食べる。

丸岡城、一乗谷朝倉遺跡資料館、下城戸、復元町屋・武家屋敷

朝倉館、庭園を見学する。

回数

参加者

天候

久し振りに弁当持参。平城遷都1300年祭で人が多かった。

再建なった大極殿を見学する。遣唐使船も復原作成されていた。

あと薬師寺に行く。

実施日 平成22年4月22日（木）

実施月 平成22年4月例会

行き先 姉川・国友鉄砲村

連続のバスツァーだったが、姉川古戦場ではバスから降りられない位

ひどい雨だった。昼食は「おりひめ」で定食

姉川古戦場→三田村城館→浅井歴史民族資料館→小谷城跡・虎御前山

→国友鉄砲の里資料館内で記念写真→長浜

実施日 平成22年7月15日（木）

実施月 平成22年7月例会

行き先

4回目のバスツァー。浅井家ゆかりの持明院で精進料理を食べる。

金剛峯寺で「秀次切腹の間」（柳の間）を見る。奇しくも当日は

秀次が切腹した日。根本大塔前で記念写真。高野山・奥ノ院
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平成22年6月19日（土）

平成22年6月例会

東山・霊山歴史館

矢本さんの件で1月づらし実施。鴨川畔の「いずもや」で昼食

東山霊山歴史館を振り出しに坂本龍馬にまつわる史跡を散策。

第50回

13名

晴れ

参加者少し少なかった。

梶さんの「祇園祭と町衆」の話を聞く。

氷菓子を食べながら懇談。

第51回

30名

曇り時々雨

5回目のバスツァー。福井県は始めて。

食事は天皇陛下が休憩された朝倉亭の2階座敷で食べる。

丸岡城、一乗谷朝倉遺跡資料館、下城戸、復元町屋・武家屋敷

朝倉館、庭園を見学する。

第52回

31名

晴れ

久し振りに弁当持参。平城遷都1300年祭で人が多かった。

再建なった大極殿を見学する。遣唐使船も復原作成されていた。

あと薬師寺に行く。

平成22年4月22日（木）

平成22年4月例会

姉川・国友鉄砲村

連続のバスツァーだったが、姉川古戦場ではバスから降りられない位

姉川古戦場→三田村城館→浅井歴史民族資料館→小谷城跡・虎御前山

平成22年7月15日（木）

平成22年7月例会

高野山

4回目のバスツァー。浅井家ゆかりの持明院で精進料理を食べる。

金剛峯寺で「秀次切腹の間」（柳の間）を見る。奇しくも当日は

秀次が切腹した日。根本大塔前で記念写真。高野山・奥ノ院

平成22年6月19日（土）

平成22年6月例会

東山・霊山歴史館

矢本さんの件で1月づらし実施。鴨川畔の「いずもや」で昼食

東山霊山歴史館を振り出しに坂本龍馬にまつわる史跡を散策。

実施日

実施月

行き先

参加者少し少なかった。

梶さんの「祇園祭と町衆」の話を聞く。

氷菓子を食べながら懇談。

実施日

実施月

曇り時々雨 行き先

5回目のバスツァー。福井県は始めて。

食事は天皇陛下が休憩された朝倉亭の2階座敷で食べる。

丸岡城、一乗谷朝倉遺跡資料館、下城戸、復元町屋・武家屋敷

朝倉館、庭園を見学する。

実施日

実施月

行き先

久し振りに弁当持参。平城遷都1300年祭で人が多かった。

再建なった大極殿を見学する。遣唐使船も復原作成されていた。

平成22年4月22日（木）

平成22年4月例会

姉川・国友鉄砲村

連続のバスツァーだったが、姉川古戦場ではバスから降りられない位

姉川古戦場→三田村城館→浅井歴史民族資料館→小谷城跡・虎御前山

平成22年7月15日（木）

平成22年7月例会

高野山

4回目のバスツァー。浅井家ゆかりの持明院で精進料理を食べる。

金剛峯寺で「秀次切腹の間」（柳の間）を見る。奇しくも当日は

秀次が切腹した日。根本大塔前で記念写真。高野山・奥ノ院

実施日 平成22年8月7日（土）

実施月 平成22年8月学習会・懇親会

行き先

梶さんの「祇園祭と町衆」の話を聞く。

実施日 平成22年9月16日（木）

実施月

行き先

5回目のバスツァー。福井県は始めて。

食事は天皇陛下が休憩された朝倉亭の2階座敷で食べる。

丸岡城、一乗谷朝倉遺跡資料館、下城戸、復元町屋・武家屋敷

実施日 平成22年10月12日（火）

実施月 平成22年10月例会

行き先

久し振りに弁当持参。平城遷都1300年祭で人が多かった。

再建なった大極殿を見学する。遣唐使船も復原作成されていた。

連続のバスツァーだったが、姉川古戦場ではバスから降りられない位

姉川古戦場→三田村城館→浅井歴史民族資料館→小谷城跡・虎御前山

平成22年8月7日（土）

平成22年8月学習会・懇親会

高台集会所

平成22年9月16日（木）

平成22年9月例会

一乗谷

食事は天皇陛下が休憩された朝倉亭の2階座敷で食べる。

丸岡城、一乗谷朝倉遺跡資料館、下城戸、復元町屋・武家屋敷

平成22年10月12日（火）

平成22年10月例会

平城宮跡・薬師寺

久し振りに弁当持参。平城遷都1300年祭で人が多かった。

再建なった大極殿を見学する。遣唐使船も復原作成されていた。

平成22年8月7日（土）

平成22年8月学習会・懇親会

高台集会所

平成22年9月16日（木）

平成22年9月例会

一乗谷

食事は天皇陛下が休憩された朝倉亭の2階座敷で食べる。

丸岡城、一乗谷朝倉遺跡資料館、下城戸、復元町屋・武家屋敷

平成22年10月12日（火）

平成22年10月例会

平城宮跡・薬師寺

久し振りに弁当持参。平城遷都1300年祭で人が多かった。

再建なった大極殿を見学する。遣唐使船も復原作成されていた。

平成22年8月7日（土）

平成22年8月学習会・懇親会

平成22年9月16日（木）

平成22年10月12日（火）



参加者

福島克彦さんに「戦国時代の城館」の講演を聴く。

「魚常」の料理で年末懇親会を行う。

参加者

原谷苑で「泉仙」の料理を食べる。入園料は予想より安かった。

源光庵→光悦寺→原谷苑→平野神社

原谷苑、平野神社では桜がきれいだった。

参加者

二条城横の「寿し正」で食事、美味であった。

壬生寺→八木邸→武信稲荷→六角獄舎跡→神泉苑→二条城

と見学して巡る。二条陣屋は改修中で入れなかった。

二条城を久し振りにじっくり見る。天主閣跡にも行く。

回数

参加者

天候

福島克彦さんに「戦国時代の城館」の講演を聴く。

「魚常」の料理で年末懇親会を行う。

回数

参加者

天候

原谷苑で「泉仙」の料理を食べる。入園料は予想より安かった。

源光庵→光悦寺→原谷苑→平野神社

原谷苑、平野神社では桜がきれいだった。

回数

参加者

天候

二条城横の「寿し正」で食事、美味であった。

壬生寺→八木邸→武信稲荷→六角獄舎跡→神泉苑→二条城

と見学して巡る。二条陣屋は改修中で入れなかった。

二条城を久し振りにじっくり見る。天主閣跡にも行く。

第54回

34名

晴れ

福島克彦さんに「戦国時代の城館」の講演を聴く。

「魚常」の料理で年末懇親会を行う。

第58回

27名

晴れ

原谷苑で「泉仙」の料理を食べる。入園料は予想より安かった。

源光庵→光悦寺→原谷苑→平野神社

原谷苑、平野神社では桜がきれいだった。

第53回

24名

晴れ

二条城横の「寿し正」で食事、美味であった。

壬生寺→八木邸→武信稲荷→六角獄舎跡→神泉苑→二条城

と見学して巡る。二条陣屋は改修中で入れなかった。

二条城を久し振りにじっくり見る。天主閣跡にも行く。

実施日

実施月

行き先

福島克彦さんに「戦国時代の城館」の講演を聴く。

「魚常」の料理で年末懇親会を行う。

大河ドラマ「江」を巡る話題を話し合う。

また教科書による勉強をする。

参加者

交通不便のため、急遽観光バスに切り替える。

唐古遺跡(楼閣)→唐古・鍵考古学ミュージアム→館内レストラン

で昼食→鏡作神社→唐招提寺

唐招提寺では知り合いの僧侶石田さんに説明して貰い好評。

実施日

実施月

行き先

原谷苑で「泉仙」の料理を食べる。入園料は予想より安かった。

源光庵→光悦寺→原谷苑→平野神社

原谷苑、平野神社では桜がきれいだった。

実施日

実施月

行き先

二条城横の「寿し正」で食事、美味であった。

壬生寺→八木邸→武信稲荷→六角獄舎跡→神泉苑→二条城

と見学して巡る。二条陣屋は改修中で入れなかった。

二条城を久し振りにじっくり見る。天主閣跡にも行く。

大阪歴史博物館内のレストランで食事。

大阪歴史博物館を振り出しに、大阪上町台地を散策する。

長い距離を歩いた一日であった。

実施日 平成22年12月18日（土）

実施月 平成22年12月講演会・懇親会

行き先

福島克彦さんに「戦国時代の城館」の講演を聴く。

「魚常」の料理で年末懇親会を行う。

回数

参加者

天候

大河ドラマ「江」を巡る話題を話し合う。

また教科書による勉強をする。

回数

参加者

天候

交通不便のため、急遽観光バスに切り替える。

唐古遺跡(楼閣)→唐古・鍵考古学ミュージアム→館内レストラン

で昼食→鏡作神社→唐招提寺

唐招提寺では知り合いの僧侶石田さんに説明して貰い好評。

実施日 平成23年4月6日（水）

実施月 平成23年4月例会

行き先

原谷苑で「泉仙」の料理を食べる。入園料は予想より安かった。

源光庵→光悦寺→原谷苑→平野神社

原谷苑、平野神社では桜がきれいだった。

実施日 平成22年11月6日（土）

実施月 平成22年11月例会

行き先

二条城横の「寿し正」で食事、美味であった。

壬生寺→八木邸→武信稲荷→六角獄舎跡→神泉苑→二条城

と見学して巡る。二条陣屋は改修中で入れなかった。

二条城を久し振りにじっくり見る。天主閣跡にも行く。

回数

参加者

天候

大阪歴史博物館内のレストランで食事。

大阪歴史博物館を振り出しに、大阪上町台地を散策する。

長い距離を歩いた一日であった。

13

平成22年12月18日（土）

平成22年12月講演会・懇親会

高台集会所

福島克彦さんに「戦国時代の城館」の講演を聴く。

第56回

13名

晴れ

大河ドラマ「江」を巡る話題を話し合う。

また教科書による勉強をする。

第57回

36名

晴れ

交通不便のため、急遽観光バスに切り替える。

唐古遺跡(楼閣)→唐古・鍵考古学ミュージアム→館内レストラン

で昼食→鏡作神社→唐招提寺

唐招提寺では知り合いの僧侶石田さんに説明して貰い好評。

平成23年4月6日（水）

平成23年4月例会

鷹が峰・原谷

原谷苑で「泉仙」の料理を食べる。入園料は予想より安かった。

平成22年11月6日（土）

平成22年11月例会

壬生・二条城

二条城横の「寿し正」で食事、美味であった。

壬生寺→八木邸→武信稲荷→六角獄舎跡→神泉苑→二条城

と見学して巡る。二条陣屋は改修中で入れなかった。

二条城を久し振りにじっくり見る。天主閣跡にも行く。

第55回

27名

晴れ

大阪歴史博物館内のレストランで食事。

大阪歴史博物館を振り出しに、大阪上町台地を散策する。

長い距離を歩いた一日であった。

平成22年12月18日（土）

平成22年12月講演会・懇親会

高台集会所

実施日

実施月

行き先

大河ドラマ「江」を巡る話題を話し合う。

また教科書による勉強をする。

実施日

実施月

行き先

交通不便のため、急遽観光バスに切り替える。

唐古遺跡(楼閣)→唐古・鍵考古学ミュージアム→館内レストラン

で昼食→鏡作神社→唐招提寺

唐招提寺では知り合いの僧侶石田さんに説明して貰い好評。

平成23年4月6日（水）

平成23年4月例会

鷹が峰・原谷

原谷苑で「泉仙」の料理を食べる。入園料は予想より安かった。

平成22年11月6日（土）

平成22年11月例会

壬生・二条城

壬生寺→八木邸→武信稲荷→六角獄舎跡→神泉苑→二条城

実施日

実施月

行き先

大阪歴史博物館内のレストランで食事。

大阪歴史博物館を振り出しに、大阪上町台地を散策する。

長い距離を歩いた一日であった。

平成22年12月18日（土）

平成22年12月講演会・懇親会

実施日 平成23年2月19日（土）

実施月 平成23年2月学習会

行き先

大河ドラマ「江」を巡る話題を話し合う。

実施日 平成23年3月17日（木）

実施月 平成23年3月例会

行き先 唐古ミュージアム・唐招提寺

交通不便のため、急遽観光バスに切り替える。

唐古遺跡(楼閣)→唐古・鍵考古学ミュージアム→館内レストラン

唐招提寺では知り合いの僧侶石田さんに説明して貰い好評。

実施日 平成23年1月20日（木）

実施月

行き先

大阪歴史博物館内のレストランで食事。

大阪歴史博物館を振り出しに、大阪上町台地を散策する。

長い距離を歩いた一日であった。

平成23年2月19日（土）

平成23年2月学習会

高台集会所

平成23年3月17日（木）

平成23年3月例会

唐古ミュージアム・唐招提寺

交通不便のため、急遽観光バスに切り替える。

唐古遺跡(楼閣)→唐古・鍵考古学ミュージアム→館内レストラン

唐招提寺では知り合いの僧侶石田さんに説明して貰い好評。

平成23年1月20日（木）

平成23年1月例会

大阪上町台地散策

大阪歴史博物館を振り出しに、大阪上町台地を散策する。

平成23年2月19日（土）

平成23年2月学習会

高台集会所

平成23年3月17日（木）

平成23年3月例会

唐古ミュージアム・唐招提寺

唐古遺跡(楼閣)→唐古・鍵考古学ミュージアム→館内レストラン

唐招提寺では知り合いの僧侶石田さんに説明して貰い好評。

平成23年1月20日（木）

平成23年1月例会

大阪上町台地散策

大阪歴史博物館を振り出しに、大阪上町台地を散策する。

平成23年2月19日（土）

平成23年3月17日（木）

唐古ミュージアム・唐招提寺

平成23年1月20日（木）



参加者

雨だった。鞍馬へ行くが雨のため奥へは行かず、ケーブルで降りる。

昼食場所「喜らく」から迎えに来て貰う。昼食後、貴船神社→奥宮

雨の貴船もしっとりして良かった。

参加者

行き難い篠山に観光バスで行く。

食事は「特産館ささやま」で定休日に開いて貰って食べる。

篠山城跡→南馬出→安間家資料館→青山歴史館→春日神社→

歴史美術館(旧篠山地方裁判所)→小田垣商店→河原町妻入商家群

参加者

梶さんから「綾戸・国中神社と駒形稚児」についてのお話を聞く。

高台西に住まれている堀井さん(前祇園祭山鉾連合会事務局長)から

「祇園祭・山鉾巡行」についての話をして貰う。

あと懇親会。

参加者

2度目と云うことで、参加人員少し少なかった。

今城塚古墳は見違えるように綺麗に整備され、古代資料館も立派な

ものができていた。ハニワ工房も見学。市バス乗車うまく行った。

隣の「水車」で昼食を食べる。

参加者

9回目のバスツァーとなる。運悪く朝から雨となる。

2時間かけて千早・赤坂村に到着。雨の中、元気に千早城跡に登る。

山登り後の「まつまさ」での昼食は美味しかった。帰りは1時間程で

帰れた。上赤坂城は登らず、代わりに近つ飛鳥博物館に行く。

参加者

急遽バスツアーに変更。

日牟禮八幡宮→八幡山ロープウェー→八幡城跡・村雲御所瑞龍寺→

八幡堀→旧伴家住宅→郷土資料館→歴史民族資料館→白雲館→

瓦ミュージアム、喜兵衛では「喜兵衛弁当」を食べる。

回数

参加者

天候

雨だった。鞍馬へ行くが雨のため奥へは行かず、ケーブルで降りる。

昼食場所「喜らく」から迎えに来て貰う。昼食後、貴船神社→奥宮

雨の貴船もしっとりして良かった。

回数

参加者

天候 小雨のち晴れ

行き難い篠山に観光バスで行く。

食事は「特産館ささやま」で定休日に開いて貰って食べる。

篠山城跡→南馬出→安間家資料館→青山歴史館→春日神社→

歴史美術館(旧篠山地方裁判所)→小田垣商店→河原町妻入商家群

回数

参加者

天候

梶さんから「綾戸・国中神社と駒形稚児」についてのお話を聞く。

高台西に住まれている堀井さん(前祇園祭山鉾連合会事務局長)から

「祇園祭・山鉾巡行」についての話をして貰う。

あと懇親会。

回数

参加者

天候

2度目と云うことで、参加人員少し少なかった。

今城塚古墳は見違えるように綺麗に整備され、古代資料館も立派な

ものができていた。ハニワ工房も見学。市バス乗車うまく行った。

隣の「水車」で昼食を食べる。

回数

参加者

天候

9回目のバスツァーとなる。運悪く朝から雨となる。

2時間かけて千早・赤坂村に到着。雨の中、元気に千早城跡に登る。

山登り後の「まつまさ」での昼食は美味しかった。帰りは1時間程で

帰れた。上赤坂城は登らず、代わりに近つ飛鳥博物館に行く。

回数

参加者

天候

急遽バスツアーに変更。

日牟禮八幡宮→八幡山ロープウェー→八幡城跡・村雲御所瑞龍寺→

八幡堀→旧伴家住宅→郷土資料館→歴史民族資料館→白雲館→

瓦ミュージアム、喜兵衛では「喜兵衛弁当」を食べる。

第59回

25名

雨

雨だった。鞍馬へ行くが雨のため奥へは行かず、ケーブルで降りる。

昼食場所「喜らく」から迎えに来て貰う。昼食後、貴船神社→奥宮

雨の貴船もしっとりして良かった。

第60回

38名

小雨のち晴れ

行き難い篠山に観光バスで行く。

食事は「特産館ささやま」で定休日に開いて貰って食べる。

篠山城跡→南馬出→安間家資料館→青山歴史館→春日神社→

歴史美術館(旧篠山地方裁判所)→小田垣商店→河原町妻入商家群

第61回

34名

晴れ

梶さんから「綾戸・国中神社と駒形稚児」についてのお話を聞く。

高台西に住まれている堀井さん(前祇園祭山鉾連合会事務局長)から

「祇園祭・山鉾巡行」についての話をして貰う。

あと懇親会。

第63回

22名

晴れ

2度目と云うことで、参加人員少し少なかった。

今城塚古墳は見違えるように綺麗に整備され、古代資料館も立派な

ものができていた。ハニワ工房も見学。市バス乗車うまく行った。

隣の「水車」で昼食を食べる。

第64回

42名

雨

9回目のバスツァーとなる。運悪く朝から雨となる。

2時間かけて千早・赤坂村に到着。雨の中、元気に千早城跡に登る。

山登り後の「まつまさ」での昼食は美味しかった。帰りは1時間程で

帰れた。上赤坂城は登らず、代わりに近つ飛鳥博物館に行く。

第62回

41名

晴れ

急遽バスツアーに変更。

日牟禮八幡宮→八幡山ロープウェー→八幡城跡・村雲御所瑞龍寺→

八幡堀→旧伴家住宅→郷土資料館→歴史民族資料館→白雲館→

瓦ミュージアム、喜兵衛では「喜兵衛弁当」を食べる。

実施日

実施月

行き先

雨だった。鞍馬へ行くが雨のため奥へは行かず、ケーブルで降りる。

昼食場所「喜らく」から迎えに来て貰う。昼食後、貴船神社→奥宮

雨の貴船もしっとりして良かった。

実施日

実施月

小雨のち晴れ 行き先

行き難い篠山に観光バスで行く。

食事は「特産館ささやま」で定休日に開いて貰って食べる。

篠山城跡→南馬出→安間家資料館→青山歴史館→春日神社→

歴史美術館(旧篠山地方裁判所)→小田垣商店→河原町妻入商家群

実施日

実施月

行き先

梶さんから「綾戸・国中神社と駒形稚児」についてのお話を聞く。

高台西に住まれている堀井さん(前祇園祭山鉾連合会事務局長)から

「祇園祭・山鉾巡行」についての話をして貰う。

実施日

実施月

行き先

2度目と云うことで、参加人員少し少なかった。

今城塚古墳は見違えるように綺麗に整備され、古代資料館も立派な

ものができていた。ハニワ工房も見学。市バス乗車うまく行った。

隣の「水車」で昼食を食べる。

実施日

実施月

行き先

9回目のバスツァーとなる。運悪く朝から雨となる。

2時間かけて千早・赤坂村に到着。雨の中、元気に千早城跡に登る。

山登り後の「まつまさ」での昼食は美味しかった。帰りは1時間程で

帰れた。上赤坂城は登らず、代わりに近つ飛鳥博物館に行く。

実施日

実施月

行き先

急遽バスツアーに変更。

日牟禮八幡宮→八幡山ロープウェー→八幡城跡・村雲御所瑞龍寺→

八幡堀→旧伴家住宅→郷土資料館→歴史民族資料館→白雲館→

瓦ミュージアム、喜兵衛では「喜兵衛弁当」を食べる。

実施日 平成23年5月12日（木）

実施月 平成23年5月例会

行き先

雨だった。鞍馬へ行くが雨のため奥へは行かず、ケーブルで降りる。

昼食場所「喜らく」から迎えに来て貰う。昼食後、貴船神社→奥宮

雨の貴船もしっとりして良かった。

実施日 平成23年6月8日（水）

実施月 平成23年6月例会

行き先

食事は「特産館ささやま」で定休日に開いて貰って食べる。

篠山城跡→南馬出→安間家資料館→青山歴史館→春日神社→

歴史美術館(旧篠山地方裁判所)→小田垣商店→河原町妻入商家群

実施日 平成23年7月23日（土）

実施月 平成23年7月学習会・懇親会

行き先

梶さんから「綾戸・国中神社と駒形稚児」についてのお話を聞く。

高台西に住まれている堀井さん(前祇園祭山鉾連合会事務局長)から

「祇園祭・山鉾巡行」についての話をして貰う。

実施日 平成23年10月18日（火）

実施月 平成23年10月例会

行き先

2度目と云うことで、参加人員少し少なかった。

今城塚古墳は見違えるように綺麗に整備され、古代資料館も立派な

ものができていた。ハニワ工房も見学。市バス乗車うまく行った。

実施日 平成23年11月11日（金）

実施月 平成23年11月例会

行き先

9回目のバスツァーとなる。運悪く朝から雨となる。

2時間かけて千早・赤坂村に到着。雨の中、元気に千早城跡に登る。

山登り後の「まつまさ」での昼食は美味しかった。帰りは1時間程で

帰れた。上赤坂城は登らず、代わりに近つ飛鳥博物館に行く。

実施日 平成23年9月14日（水）

実施月 平成23年9月例会

行き先

日牟禮八幡宮→八幡山ロープウェー→八幡城跡・村雲御所瑞龍寺→

八幡堀→旧伴家住宅→郷土資料館→歴史民族資料館→白雲館→

瓦ミュージアム、喜兵衛では「喜兵衛弁当」を食べる。
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高台 歴史を楽しむ会
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石見  　 隆

田中　茂利

山内　静雄

桒原　千秋

黒田　忠昭

八木　義博

小倉　佐助

村上　京子

中原 　  修

松本　盛行

中西　弘治

小畠   　勵

後藤　国彦

青木　一雄

塩見　英一

井　　章生

山下　俊子

山本　彰良

梶　　晴雄

田尻元治郎

菊池　   徹

吉田 欣之介

伊藤　嘉男

森田　邦夫

山本   　律

藤井　健治

三原　重徳

虎頭　祐正

畑      健二

牟田　俊彦

軽部　   健

今村　房治

森本   　達

原田  　 誠

藤井　隆三

中澤　嘉三

山中   　繁

海野　文隆

竹下　   亘
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歴史を楽しむ会

        

氏名

石見  　 隆 石見　敏江

田中　茂利 田中　紫枝

山内　静雄 山内千代子

桒原　千秋 桒原　弘子

黒田　忠昭 黒田　容子

八木　義博

小倉　佐助

村上　京子

中原 　  修 中原　悦子

松本　盛行 松本　共子

中西　弘治 中西志津子

小畠   　勵 小畠みつえ

後藤　国彦

青木　一雄

塩見　英一

井　　章生 井  　悦子

山下　俊子

山本　彰良 山本　良子

梶　　晴雄 梶　　倫子

田尻元治郎 田尻　恭子

菊池　   徹

吉田 欣之介 吉田　政江

伊藤　嘉男 伊藤　泰代

森田　邦夫 森田　孝子

山本   　律 山本せつ子

藤井　健治 藤井　久子

三原　重徳 三原　順子

虎頭　祐正 虎頭　節子

畑      健二

牟田　俊彦 牟田キミエ

軽部　   健 軽部美智子

今村　房治 今村 　照代

森本   　達

原田  　 誠 原田   公子

藤井　隆三

中澤　嘉三 中澤かをる

山中   　繁 山中　洋子

海野　文隆 海野　清栄

竹下　   亘 竹下ひとみ

３９名

歴史を楽しむ会 会員名簿

        （平成
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２８名

会員名簿
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