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日 宝塚市で 山名会長 ・宮田 副会長の ご出席の 元、総 会実施内 容を検 討・確

総会に向け役員会開催
９月
点等ご報告さ せて頂きます 。

役員会開催

総会の史跡散策で訪れる 源氏三社
（六孫王・壷井・ 多田）では、各神
社共に参拝の上、 会の発展祈願と神
職様からお話を頂 けるようお願いい
たしております。 普通の参拝よりは
一歩踏み込んだ意 義深い参拝となれ
ばと期待しております。

源氏三社の参拝

第１日目の年次総会後の 歴史講演
ですが、ご案内の 通り山名年浩会長
に『近世京都の地 図にみる歴史の流
れ』と題して、明 治維新前後の京都
の古地図を元に街 並みや建物の移り
変わり、また、そ れらにまつわる歴
史変遷についてお話いただきます。
講演史料に用いる会長所 蔵の古地
図は可能な限り大 きく複写し皆様に
お配りしたいと思います。

歴史講演

な雰囲気であるか 、ぜひお楽しみに
しておいて下さい。
協議内容についてですが、 ･･･

認の 為 、役 員会 を 開催 いた し まし た 。当 初ご 案 内の 総会 計 画か ら の変 更 点・ 留 意
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役員会場の「がんこ宝塚 苑」は総
会第２日目の昼食 会場でもあり、そ
の見分も兼ねての 役員会とし、総会
時と同程度の食事 も吟味して参りま
した。因みに「が んこ宝塚苑」は不
動産で財をなした 旧家のお邸を丸ご
と譲り受け店舗と して再活用してい
る趣深いお店です 。客室からは手入
れが行き届いた庭 を愛でながら食事
が頂けます（写真 参照）。どのよう
会長・副会長・事務局の三名で協議。総会行事の
内容を相談。（がんこ「宝塚苑」）

役員会場（総会2日目昼食場所）

河内源氏三代廟所

尚、参拝の際の「御供」 ですが、
会として予め準備し て参りますが、
十分なことが出来な い会計状態でご
ざいます。総会当日 に「源氏三社へ
の御供協力」の形で 募金（？）箱を
回しますので、お気 持ちの許す範囲
でご協力お願いいたします。
頂きましたご協力は三分 し、会か
らのお供えとは別に 、「山名会有志
一同」の袋でお供え とさせて頂きま
す。何卒、ご協力お願いいたします。

旧家のお邸がそのまま和食レストランに再活用さ
れている。

壷井八幡宮周辺には、源 頼信・頼
義・義家三代の廟所 が点在しており
ます。折角の機会で すので時間を多
くとって三廟所を巡 る予定です（足
に自信のない方は自 家用車で先回り
又は、壷井八幡宮で ご一服）。従い
まして聖徳太子御廟 （叡福寺）の参
拝は短時間となりま すこと、ご了承
願います。
尚、河内源氏三代廟所の 案内や説

明は宮田副会長に先 達としてお願い
いたします。

大阪周辺見学箇所

河内源氏三代廟所参拝の 後、時間
に余裕がありました ら多田神社に向
かう道すがら、一箇 所の見学を盛り
込めればと考え、現 在のところ尼崎
城周辺を検討中です 。「尼崎」と言
えば工業都市という イメージが強い
ですが、寺町などを 有する歴史的な
街でもあります。此 方の見学も出来
ますよう皆様のご協 力よろしくお願
いいたします。

会則の内容見直し

旧山名会の会則を現在も 引き継い
でいますが、内容的 に違和感のある
表現等の見直しを行 いました。見直
し内容につきまして は、総会にて皆
様にご判断頂きたいと思います。又、
役員任期満了の２年となりますので、
此の件につきまして も総会にて皆様
にご判断頂きたいと思います。

是非、ご参加を！

ご案内させて頂いており ますよう
に、今回は山名氏の 祖である「清和
源氏の足跡を巡る」 をテーマに総会
行事を考えて居りま す。ベテランの
会員様に取りましては「今更 ･･･
」と
言う観も御座いまし ょうが、事務局
を含め若い年代の会 員の中には「そ
もそも清和源氏とは ？」からして、
おぼつかない状況で して、今回は基
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１６：３０ 京都で解散（自家用車の方）

既に、参加お申し込みの皆様へ

早速のお申込有り難う御座います。開催が11月末で

すので10月に入りましたら「詳細ご案内」及び、「参
１８：３０ 懇親会

第２日目（１１月３０日・日）

８：１０

聖徳太子陵（叡福寺）参拝・散策

大阪府南河内郡太子町
９：３０

壺井八幡宮参拝（源氏三代御廟等）

羽曳野市壺井
道中、１箇所見学

尼崎城周辺予定

準備が出来ます迄、今しばらくお時間を頂戴願います。

文鶴公の軸寄贈

ものです。

山名蔵がある香美町の吉 田二雄氏
（小代区秋岡）から 同家に伝わる文
鶴（村岡山名七代義 徳公）画『梅に
鶴』を奉納頂きました。
吉田氏のお話では、「骨 董集めが
趣味の曽祖父が明治 の始めに手に入
れた物」とか、入手 された際の裏書
きには興味深い内容 が記されていま
した。（続きは「山名」第六号で ･･･
）

「 梅に鶴」
文鶴（村岡山名七代義徳）公画。
寄贈・香美町小代区・吉田二雄氏

のぼり

草 山常 任 理 事 （ 相模 原 市 ） の 御

山名会の幟作成

発案とお世話で山名 会の幟を作成し

て頂きました。幟の 図案は平成の始

めに壺井八幡宮に奉 納した物と同じ

になります。行事や 活動の際には目

立つ場所に掲げて山 名会のアピール

に活用できればと考えています。
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『山 名 』第六 号 乞う、ご期 待

会誌「山名」第六号

ご寄稿のお願いをしてお りました
会誌「山名」第六号 。この度、頁数
も切りの良いところ まで達し、一旦
編集を終えました。 玉稿を頂きまし
た皆様には感謝申し上げます。
第六号では、宮田靖國氏 の”明徳
の乱に到る隠された 真実”には、今
まで表面的な事象の みで受け取って
いた明徳の乱に到る 経緯が、”別角
度”から詳細に記さ れています。ま
た山名年浩氏の”山名氏年表（前編）”
は、 年に及ぶ氏の山名氏研究の一
大成果です。
宮田靖國氏の「山名家譜 」に、山
名年浩氏が前回寄稿 いただいた「清
和源氏諸流略系図」 。是に加え今号
掲載の”山名年表” は山名氏研究の
基礎資料と言うべき存在です。（尚、
年表には後編が続くようです。）
会誌「山名」の発行を継 続し何時
の日か、山名家譜や 山名年表、清和
源氏系図、又それま で秀文を掲載し
た『山名研究の一冊 』を刊行したい
20

!!

この度、編集が一段落致しま
した。

29

大阪府南河内郡太子町
太子温泉着

所
場
行 事
時 刻

バスで移動
１６：３０ 宿舎へ移動

10

加会費納入の用紙」を発送致したいと思います。

回総会概要

講師
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１５：３０ 六孫王神社参拝・記念撮影
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山名年浩氏

六孫王神社会館
『近世京都の地図にみる歴史の流れ』
１４：００
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１３：００ 「年次総会」開催

ぐみの湯―
⑥日程：左記、日程表参考
⑦会費：１名３万 円（全日程参加の
場合） 、部分参加も可能で
す。
⑧申込：以前発送 の「申込ハガキ」
又は同封 申込用 紙にて お申
し込みください。
⑨締切：準備の都合上、 月末日ま
でにお申し込みください。
お手元に、『総会ご案内』が無

川西市多田院多田所町
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所
場
行 事
時 刻

京都市南区八条町
１２：３０ 京都・六孫王神社で受付

い方が御座いましたら、事務局へご

１６：００ 新大阪で解散（ＪＲ利用者）

礎中の基礎である 清和源氏を取り上
げた次第です。ど うかご参加の上、
ご高導頂けますよ うにお願い致しま
す。

第21回山名会総会日程

請求下さい。

宝塚市

１４：２０ 多田神社参拝

第

第１日目（１１月２９日・土）

①期日：平成 年 月 日（土）～
日（日）
②主題：『山名氏の源流を訪ねる』
③講演：『近世京 都の地図にみる歴
史の流れ』 ―山名年浩氏―
④会場：第１日 京:都市・六孫王神社
第２日 羽:曳野市・壺井八幡
宮、廟参 拝、川 西市・ 多田
神社等
⑤宿舎：「太子温 泉」―聖徳太子め

１２：３０ 「がんこ宝塚苑」で昼食
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