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こう た

航太さん

富田林寺内町をまもり・そだてる会

富田林町町総代会

富田林寺内町連絡協議会

後 二 時 か ら 国 の重 要 文 化 財 で も あ

富田林寺内町ボランテ

結成総会

る興正寺別院の本堂において 富田

有限責任事業組合富田林町家

富田林寺内町連絡協議会各種団体名

林町総代会など８団体と 連携協力

利活用促進機構

平成二十九年十二月三日 日 午

団体３団体計五十一名の参加で 富

富田林じないまち文化トラスト

アガイドの会

田林寺内町連絡協議会 が伝統ある
ＬＬＰまちかつ

美しい町並みを守り 寺内町を未来

じないまち四季物語実行委員会

一般社団法人露香会

クトリ

平成 31 年 1 月 12 日（土）に

につなぐとともに 豊かなまちづく

りの活性化をめざし 結成総会が開

観光交流施設きらめきフ

連携協力団体名

富田林市都市魅力創生課

富田林市商工観光課

富田林市文化財課

寺内町見学会①

西林町・東林町

平成三十年六月十七日 日 午

前十時から 寺内町見学会 を開

催 会員二十五人が参加 当日は

お天気にも恵まれ 参加者からは

いい勉強にな たとの感想も寄せ

られました

まず 富田林市立寺内町センタ

で 富田林市文化財課から伝統

的建造物二百二十棟や昭和六十二

年からの補助金事業の経過の報告

があり また 伝統的建造物群保

存地区内の修理・改修・新築の補

助金制度の内容についての説明が

平成 31 年 3 月 24 日（日）に会員見学会が

9 歳（北会所町）

催されました

総会当日は 多田市長をはじめ

奥田市議会議長 芝本教育委員会教

育長が来賓として 出席されました

また 記念講演は 重要文化財興

正寺別院 というテ マで富田林寺

内町ボランテ アガイドの会の 奥

未来につなぐ寺内

谷直也氏が講演されました

基調報告は

町 というテ マで大阪国際大学教

授 の 笠 井 敏 光 先生 が 報 告 さ れ ま し

た

各種団体 団体名後述 からの報

告があり 第一部は終了しました

第二部は進行役の議長が選出さ

れ第一号議案の会則 第二号議案の

役員 第三号議案の事業計画 第四

号議案の会計予算が報告・説明・審

議され すべて全会一致で承認され

ました

最後にＬＬＰまちかつ代表者の

佐 藤 康 平 氏 か ら閉 会 の あ い さ つ が

あり結成総会は全て終了しました
ありました その後 西林町・東

林町を歩いて回り 現地でそれぞ

れの伝統的建造物の解説があり

参加者からは 伝統的建造物指定

の基準や補助金制度内容について

質問が出されました

企画文化部会

「初鍋めぐり」 実施

「会員見学会」実施

西林町・東林町見学会

にしむら

西村

/

「平成 30 年度
寺内町清掃」報告
秋晴れの 9 月 2 日（日）
、

実施されます。見学会候補地は以下の 2 箇所の

寺内町初鍋めぐりがじないまち四

恒例の寺内町清掃が実施されました。

内いずれかです。決まり次第お知らせいたしま

季物語実行委員会主催にて実施さ

早朝 8 時から各町会の皆様により

す。

れます。

大勢のご参加お待ちしております。
候補地①

与謝野町加悦（製織町・京都）

候補地②

名古屋市有松（染織町・愛知）

大勢の参加をお待ちしており
ます。

「第 15 回じないまち四季物語 2018 夏富田林寺内町燈路」報告
今年の寺内町燈路（主催：じないまち四季物語実行委員会、
共催：富田林寺内町をまもり・そだてる会、観光協会）は
８月２５日（土）に実施されました。
台風も通過して、日中は残暑が厳しく感じられましたが、
夕闇が迫る頃にはそよ風が吹き少し涼しく感じられるように
なりました。
夕方になって寺内町燈路見物の沢山の来場者がお越しにな
り、午後六時半頃には、寺内町とその周辺に約 1000 基の行灯
が並べられ、一斉にローソクに灯が入れられると、美しい街
並みが映し出されました。
また、興正寺の山門からお庭にかけて数多く設置された燈
路のローソクにも一斉に灯が入れられると、浴衣姿の来場者
や外国から来られた観光客が写真やビデオにその美しい風景
を写しておられました。
寺内町の各所でもさまざまイベントが執り行われていまし
た。「中林寝装店横の駐車場では富田林今昔スライドの上演」
「本町公園では花行灯を飾り、今年は浄瑠璃のＢＧＭ」
「みん
なの広場では子供縁日」等が行われ多くの観光客で賑わいま
した。
市の商工観光課に確認したところ約５０００人が参加され
たとの回答がありました。皆さん、ご支援、ご協力ありがと
うございました。
（事業親睦部会）

寺内町全体が美しくなりました。
ご参加いただきました皆様
ありがとうございました。

「第 9 回月見の会＆コンサート」報告
平成 30 年 9 月 23 日(祝)、秋雨前線が居座って雨と曇りの狭間
の祭日、今年は月見の会と富田林市立第一中学校吹奏楽部によるコ
ンサートが行われ、１５０人の会員の参加がありました。
曲目は「となりのトトロ」
「川の流れのように」
「ふるさと」
「Ｊ－
ｂｅｓｔ」～日本を勇気づける名曲～ 来訪者の誰もが知っている
曲目でした。特に「ふるさと」が演奏されるとみんな一緒になって
歌いました。とても良い空気が流れました。又、楽器紹介の時は、
メロディーを演奏して曲目を当てるクイズもして楽しく過ごすこと
が出来ました。あっという間に時間が過ぎ演奏時間を少々オーバー
してしまいましたが終了を見計らったように、展望広場の真上には
厚い雲の間から真ん丸なお月様が顔を出し素晴らしいグッドタイミ
ングな演出のように思いました。
近隣の皆様、御協力いただいた方々本当にありがとうございまし
た。
（事業親睦部会）

記念事業
実行委員

27

企画文化
部会

4

女性交流
部会

11

役員会

ス があ ります

ご自 身

寺内町見学会②

御坊町・堺町

伝統的建造物指定の基準や補助金
企画文化部会

制度内容について質問が出されま
した

月

日 月

時

分

交流館休館日以外

新之助
孝雄
健治
時代
恵三
幸雄
英一
正勝

南会所町 田中 新之助

田中
和田
大塚
泉
柳本
和田
石田
井上

広報協働部会

部会長代行
副部会長
委員
委員
委員
委員
委員
委員

順(不同

)

道路交通課から は
飛び
出し注意 の看板を頂きまし
たので 飛び出し注意サイン
ス タ ンド
小 学校 の 前 な ど
に設置されている子供が駆
け こをしているもの を町
会で購入し上記の看板をビ
ス止めして 南会所町側の地
面に設置することにしまし
た
交通事故への対策として
はミラ 設置の方がベスト
と思いましたが 諸般の事情
によりミラ 設置を断念し
次善の策として 飛び出しス
タンド を設置し 少しでも
事故防止に役立てれば良い
かと思 ています
子供達の笑い声がいつま
でも続く社会であ てほし
いものと心から思 ている
次第です

時点 終了

じ ない まち 交流 館に 展示 でき
るス ペ
の作 品を展 示し てみま せんか

十時から 寺内町見学会 を開催

平成三十年九月九日 日 午前

お問い合わせ下さい

会員二十八人が参加 当日は雨模

まず 富田林市立じないまち展

南会所町と北会所町を見学します

は十二月九日 日 に開催予定

との感想も寄せられました 次回

参加者からは いい勉強にな た

様でしたが 最後まで雨も降らず

℡０７２１ ２６ ０１１０

水彩画

ＮＰО法人高齢者大学 シニア富田林くすのき塾

十二月四日 一月十六日

切り絵

雛展示

書道展

富田林市立富田林幼稚園 茶碗・皿・絵画制作
二月一日 二十八日
土筆の会
三月一日 十五日
じないまち交流館
三月十六日 三十一日
富田林子ども文庫連絡会

交流館事業

年冬

羊毛

口 作

日 火

私の 家の 前に は古 い長 屋が
十二軒 ほどありまし たが 平
成二十 七年頃から新 しい家屋
が建ち 始め 若い家 族の方々
が引越して来られました
今ま では 子供 と言 えば 私の
孫娘一 人でしたが 急に十人
程の子 供達の笑い声 が聞こえ
始め 自転車を乗り 回して遊
んでい る光景を見る ことが出
来るようになりました
この 様な 状況 下で 心配 され
ること が 自動車な どによる
交通事故です
浄谷 寺の 西側 道路 は道 幅も
狭く北 から南への一 方通行に
な て います その ため外環
状線か ら流れてくる 車両が堺
筋を経 由して工業団 地や金剛
山方面 に向かう抜け 道として
利用さ れていること もあり
かなり のスピ ドで 通行して
いる様です
また この 通路 は南 会所 町と
Ｔ字 路 にな て いて接点
の所は 浄谷寺の高い 壁があり
通行視 界も悪く交通 事故の発
生する 確率も高いと 思われま
す
事故 発生 を根 絶さ せる 方法
として ミラ の設置 を考えま
した
市役 所の 道路 交通 課に 相談
したと ころ 適切な ミラ の
設置は 常盤町に当たるので
設置場 所の土地・建 物の所有
者及び 建物の使用者 並びに常
盤町の 町総代の了解 が必要と
のことでした
次に 富田 林警 察に 路面 上
に 止 まれ などの 文字を表
記する ことをお願い しました
が 道 路規則上 不 可との返
答が 市役所の道路 交通課経
由できました

名 達

参加者

名

参加人数 定員

分

分

所要時間

円

参加費

交流館

こんなすてきな街があるのだ

20

場所

とコメントが寄せられたそうで

役員会

時

す

13

月

ド イ ツ人 女 性 の
寺 内 町 交 流 館 での 写 真 展

管理運営
部会

日時

中でも 寺内町 は 静かで癒 詳細はじないまち交流館に
江戸時代の古い町並みが残る富田 される と最もお気に入りの場所
林寺内町の日常風景を切り取 た写 だそうで
同じ所を通 ても

ました
また

富田林はドイツからや

真展が十月二日から十月十四日まで こんな美しい風景があ たのだ
富田林じないまち交流館 で開催 と新しく気づかされる と話され
されました
写真展を開催されたのは ドイツ
中部のザウア ランド地方ご出身の
てきた自分を温かく受け入れ
女性です 三船敏郎さんの映画を見 てくれた第二の故郷 街や自然の

御坊町と堺町の伝統的建造物七十

その後 御坊町・堺町を歩いて

ありました

助金制度の内容についての説明が

可の基準や修理・改修・新築の補

統的建造物群保存地区内の建設許

棟や昭和六十二年からの補助金事

望広場で 富田林市文化財課から

て日本に興味を持ち 大学で日本語 美しさを多くの人に見てもらい
を学び 一九八八年に来日されご本 たい とも話されました

業の経過の報告があり また 伝

交流館に来館された多くの人

三十点が展示されていました

人は 富田林は私の第二の故郷 美
写真展にはこれまでに撮りた
しさや温かさを感じる と話してお めた三百点の中から厳選された
られます
写真を撮り始められたのは二０十
五年一月からで 仕事の行き帰りに たちが 写真の美しさ に見とれ
出会 た自然の風景や町並みをスマ ておられました
写真展示会を開催されました

トフ ンで撮るようにな たそう

6
9

回り 現地でそれぞれの伝統的建
造物の解説があり 参加者からは

事業親睦
部会

十一月十六日 三十日

です
ドイツ人の女性に感謝申し上げ
フ イスブ クにその写真を投稿す ます ありがとうございました

まもり・そだてる会活動報告

歓迎を
笑顔であいさつ
こんにちは!

ると ドイツの友人から

26

10

理事会

・じないまち交流館の管理運営・自主事業
・今後の指定管理事業について
・各部会報告
(燈路総括、月見の会・会員見学会）
・重要伝統的建造物群保存地区拡大記念式典
、講演会、関連イベントについて
・寺内町見学会、寺内町空家バンク、連絡協
議会等について
・女性交流部会の運営と事業計画について

16

見学会
御坊町・堺町

じないまち
展望広場

役員会

8

2

寺内町
センター
寺内町
センター
寺内町
センター
寺内町
センター
寺内町
センター
・各部会の報告（会員見学会、後の雛めぐり） 寺内町
・会計報告（まもり・そだてる会、交流館） センター
・じないまち交流館の管理運営・自主事業
寺内町
・今後の指定管理事業について
センター
管理運営
部会

場 所
寺内町
センター
寺内町
センター
会議名

内
容
・各部会の報告
・平成３０年度事業計画について
・各部会の報告
（特に燈路、清掃、月見の会について）
・燈路、月見の会、会員見学会ついて
日
月

歓迎キャンペーン
来訪者
富田林寺内町
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