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11 月・12 月行事日程一覧

事務局便り

備陽史探訪の会の目的

備後を中心とした地域
の歴史を研究し、愛郷
の精神を涵養する。
（会則第１章第２条より）

行事参加の
お申込は

「要申込」のある各行事参加
の申込は以下のいずれかより
お申込ください。
◎公式サイトの参加申込フォーム
　「http : bingo-history.net」
◎事務局へメール
　[info@bingo-history.net]
◎事務局へＦＡＸ
　[084-953-6157]
◎田口会長宅へ電話
　[084-953-6157]

〔備陽史探訪の会事務局〕
〒 720-0824
広島県福山市多治米町5-19-8
TEL&FAX 084-953-6157
E-mail info@bingo-history.net

公式サイト
http://bingo-history.net

11 月３日（月・祝）【バス例会】（要申込）
　　「官兵衛ゆかりの地に古代の王墓を探る」

11月 15 日（土）【ぶら探訪 25】（要申込）
　　「大門町北部を歩く」

11月 16 日（日）【拓本取り】（要申込）
　　大東宇山城に関する石造物の拓本取り

11月 22 日（土）【創立 35周年記念事業】（要申込）
　　中世石造物調査 11「神村町３」

11月 23 日（日）【測量調査】（要申込）
　　山手銀山城測量調査２

12月６日（土）【ぶら探訪 26】（要申込）
　　「石州街道・戸手用水を歩く」

12月 13 日（土）【歴史講演会】＆【望年会】（望年会は要申込）
　　「福山の砂留について」

12月 14 日（日）【測量調査】（要申込）
　　山手銀山城測量調査３

☆『備陽史探訪復刻版第５集』刊行しました！→２頁参照
☆『備陽史探訪研究・山城志第 23集』原稿募集中～！
☆ 12月は今年もやります！月見櫓で望年会！ふるってご参加を！
もうそろそろ気分は年末態勢！ 12 月は各講座も変則的な事が多い
ので、気をつけてくださいね。

2014

行事案内
11月号

11 月８日（土）【近世・近代史部会】「近世福山を読む」
11月 15 日（土）【中世史部会】「中世を読む」
11月 22 日（土）【古代史部会】「古墳講座」
11月 28 日（金）【古文書講座】「古文書入門」
12月７日（日）【近世・近代史部会】「近世福山を読む」
12月 20 日（土）【中世史部会】「中世を読む」
12月 21 日（日）【古文書講座】「古文書入門」

11 月 12 月の学習講座の日時・場所の変更があります。
　　ご注意ください！→詳しくは６頁参照
◎ 11月の「近世を読む」は市民交流館別館開催！
◎ 12月の「近世を読む」は開催日と場所が変更です！
◎ 12月の「古文書入門」は開催日時が変更します！
◎ 12月の「古墳講座」はお休みします。
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大門町北部を歩く
【集　合】　午前 9 時 30 分　
　　　　　大門駅前の広場　※小雨決行
　　（福山駅からはＪＲ福山駅発９時４分乗車）

【参加費】　100 円（会員）　　300 円（一般）
【募集数】　40 名
【講　師】　種本　実（近世近代史部会）

【見学地】
大門貝塚跡　四つ堂　八幡神社　惣堂神社　
真明寺　上之坊　枝広城址

【その他】
※飲み物持参、歩きやすい服装・靴で参加。
※解散は 12 時頃に大門駅。

11月15日（土） ぶら探訪 25

要
申込

官兵衛ゆかりの地に
              古代の王墓を探る

要
申込

11月３日（月・祝） バス例会

【集　合】　午前 7 時 50 分
　　　　　福山駅北口観光バス乗り場※雨天決行

【参加費】　3,500 円（会員）　4,000 円（一般）
（入館料含む。昼食は「道の駅」で実費となります。）
【募集数】　44 名
【講　師】　網本　善光（古代史部会長）
【その他】
※昼食は道の駅「一本松展望台」のレストランで
　食べます。（お弁当持参可能）
※歩きやすい服装でご参加ください。

バス例会のキャンセルについて
３日前のキャンセルはキャンセル料は不要ですが、３
日から２日前のキャンセルは参加費の半額、当日のキャ
ンセルは参加費の全額を申し受けます。

【主な見学地】
両宮山古墳（赤磐市）・浦間茶臼山古墳（岡山市）
備前長船刀剣博物館（瀬戸内市）・鶴山丸山古墳（備前市）
新庄天神山古墳（備前市）・花光山古墳（瀬戸内市）
築山古墳（瀬戸内市）・須恵古代館寒風陶芸会館（瀬戸内市）

ぶ～ら、ぶ～ら　　歩きましょ♪

知らない福山がいっぱい☆
11 月のぶら探訪は大門町の北部を訪
ねます。かつては駅の北部まで海面
だった時代を物語る貝塚の跡、江戸
時代の笠岡往還沿いの四つ堂、摂関
家の荘園だった坪生庄にあった上之
坊。坪生庄の鎮守であった新中八幡
神社の分裂により祀られた大門八幡
神社。神辺城合戦の補給基地であっ
たと推察される枝広城などを訪ねま
す。また、駅家町の天神山城と、笠
岡大宜の大橋山城の城主であった高
田氏の盛衰などにも触れながらの半
日を計画しています。皆様のご参加
をお待ちしています。

「備陽史探訪」
復刻版第５集刊行！

会報「備陽史探訪」復刻版の第 5 集
が遂に完成しました。会報第 141 号

（２００８年４月発行）から 167 号
（２０１２年８月発行）までを一挙掲
載。会員の皆様には実費１５００円（一
般２０００円）でお分けいたします。
会報は会の顔であり、歴史です。郷土
史に関する論考、レポートや会の行事
の案内、報告など、今では手に入れる
ことが難しくなった過去の業績が一冊
に詰まっています。限定１００部、早
い者勝ちです。
是非この機会に過去の探訪の会の歴史
を読み直してください。
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中世石造物調査 11
創立35周年記念事業

　今年度の第 11 回目は、神村町を調査します。
事前の神村町における所在確認や調査カード作成を
お願いします。

【集　合】　午後１時 30 分
　　　　　神村公民館駐車場（神村町 3257 番地）

【その他】
※雨天の場合は中止し、後日実施。実施可能か

どうか、微妙な天気の際は、田口会長宅へ電
話での確認をお願いします。

※なお、12 月 27 日（土）は新市町で実施する
予定です。

要
申込

山手銀山城測量調査２
11月23日（日） 測量調査

　山手銀山城の測量調査が始まります。測量してみた
い方、見学だけの方、初めての方の参加も歓迎です！

【集　合】　午前９時
　　　　　津之郷弘法の水侵入口

【その他】
※午後４時頃解散予定。
※お弁当・飲み物・筆記用具を持参してください。
※雨天の場合は中止します。
※ 12 月は 14 日（日）に引続き実施予定。

☆「弘法の水」駐車場を目指してください。その手
前に「里山広場（小さい空き地）」があります。そ
こに集合してください。

☆「旧山陽道」「弘法の水への道」一部非常に狭い道
幅となっております。車の運転にご注意ください。

要
申込

大東宇山城に関する石造物の拓本取り
11月16日（日） 拓本取り

　今回は、昨年、中世史部会で調査した大東宇山城
のふもとにある石造物の拓本を取ります。大東宇山
城に関する手がかりが掴めるでしょうか！
　拓本取りに興味がある方も参加して、ぜひ拓本の
取り方を実地に学んでください。

【集　合】　午前９時
　　　　　ローソン上御領店（上御領交差点南）

【その他】
※午前中には終了予定です。
※雨天の場合は中止します。

☆ローソン上御領店の駐車場に集合後、移動します。

要
申込

11月22日（土）

神村公民館

「神村農協東」交差点
ココから入る

旧国道
２号線

神村小学校

神村郵便局

上御領交差点

ローソン
上御領店

井原線

国道 313 号

→至  井原

至  福山←
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①　11 月の石造物調査は神村町です！中世の神村庄の荘園領主は誰でしょうか？
　イ）　高野山　　ロ）　天皇家　　ハ）　石清水八幡宮　　ニ）　藤原摂関家

②　山手銀山城測量調査が始まりました！次のうち、銀山城主は誰でしょうか？
　イ）　山名理興　　ロ）　杉原盛重　　ハ）　水野勝成　　ニ）　毛利元康

③　12 月の講演会は「福山の砂留について」。次のうち福山の砂留でないのは？
　イ）　鳶ケ迫砂留　　ロ）別所砂留　　ハ）　俄谷砂留　　ニ）龍ケ谷砂留

④　11 月のぶら探訪は大門北部。大門貝塚は考古学会に紹介された有名な貝塚です。
　　明治 23 人に初めてこの地で人骨を発見した先生は誰でしょうか。
　イ）枝訓導　　ロ）　林訓導　　ハ）草葉訓導　　ニ）　木本訓導

⑤　12 月のぶら探訪は石州街道。見学地の信岡家で伊能忠敬は昼食に立寄ってます。
　　第何次測量隊の時でしょうか。
　イ）第２次　　ロ）　第５次　　ハ）第７次　　ニ）　第９次

びんご歴史クイズ７行事連動企画

要
申込12月6日（土） ぶら探訪 26

ぶ～ら、ぶ～ら　　歩きましょ♪

石州街道と信岡家
石州街道からの目印になったとい
われる信岡家の長屋門。大庄屋・
信岡家は伊能忠敬が昼食をとった
場所でもあります。今回は、その
信岡家の庭に入らせていただき、
井戸や東西の蔵などを見学します。

（一般公開はされておりませんの
で、個人で立ち入らないようにし
てください）また義倉の設立メン
バーである信岡半右衛門が私財を
なげうって開削した戸手用水や遺
徳を偲んで建てられた「石塔さん」
を見学します。

石州街道・戸手用水を歩く
【集　合】　午前 9 時 30 分　
　　　　　戸手駅前　※小雨決行
　　（福山駅福塩線のりば 8：44 発→戸手駅 9：13）

【参加費】　100 円（会員）　　300 円（一般）
【募集数】　40 名
【講　師】　田口　由実（四ツ堂研究家）

【見学地】
信岡家住宅・石塔さん・慶徳廃寺跡・四ツ堂・
道しるべ・戸手用水・垢離井戸・天王社本地堂・
相方城城門

【その他】
※飲み物持参、歩きやすい服装・靴で参加。
※解散は 12 時 00 分頃、素盞鳴神社。
　上戸手駅 12：23 発福山行きあります。
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びんご路写真クイズ３答え
①「朝山二子城址」府中市久佐町
　河佐峡で有名な府中市久佐町に残る中世の山城跡です。
楢崎氏が居城したため楢崎山城とも呼ばれます。芦田川
に臨む尾根上に三段の曲輪跡が残り、主曲輪に神社が建っ
ています。ほぼ総石垣の城と言っ良く、畝状竪堀群や門
の礎石、峠上の関所の遺構など、見どころ満載の戦国山
城です。

②「二塚古墳」福山市駅家町
　ビギナーからマニアまで広くおすすめの古墳。山の神
古墳から南西、藤井さんという個人のお宅の裏庭にあり
ます。
　玄室後部しか残っていませんが、その大きさは群を抜
いています。奥壁、側壁とも高さ２ｍを越える巨石が用
いられています。玄室後
部だけでこの大きさです
から、石室が完存してれ
ば福山市でも最大級の石
室だったのでは！？
　玄室長４ｍ、幅２．４２
ｍ、高さ３．１ｍ。銅鏡、
耳環、玉類、鈴釧、馬具、
武具、須恵器等が出土し
ました。
　 ま た、 壁 面 に は 朱 が
残っています。

12月13日（土） 年末恒例

歴史講演会
　【日時】　12 月 13 日（土）午後２時～
　【場所】　福山城月見櫓（福山城公園内）
　【講師】　平林  工  氏（福山市教育委員会文化課職員）

『福山の砂留について』

　【会費】　無料
　【募集人数】　50 人程度

※事前申込不要。直接会場で受付いたします。
※会場の収容人数の関係で先着順とさせていただき、定員になり次第
　受付終了とさせていただくこともございます。あらかじめご了承下さい。

望年会　講演終了後、講師を囲んで懇親会（望年会）を開催します。　

　【日時】　12 月 14 日（土）午後 4 時 30 分～
　【場所】　福山城月見櫓（福山城公園内）
　【会費】　2,000 円（飲み物付）
　【申込】　12 月９日（火）までに申込してください。

　　　　　   ※準備の関係で当日申込はお受けできません。
　　　　　     ※講演会のみのご参加の方は申込み不要です。

要
申込
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古代史部会

古文書講座
「古文書入門」

◆11月 28 日（金）（第４金）午後 7時～
◆場所　福山市民参画センター
【内容】「神嶋町旧記」を読む

◆12月 21 日（日）（第 3日）午前 10時～
◆場所　福山市民参画センター
※12月は日時が変更です！
　おまちがえなきよう☆
　12月は講座終了後、
　プチ忘年会（講師を囲んでの
　ランチ）を開催します！　　

要
申込

初回のみ

「中世を読む」（第 325 回）

◆ 11月 15 日（第３土）午後２時～
◆福山市民参画センター
◆講師　矢田貞美
【内容】「上野山城主矢田氏と
　　　安那郡中条村のかかわり」

◆ 12月 20 日（第３土）午後２時～
◆福山市民参画センター
◆講師　田口義之（会長）
【内容】「高田河内守と太閤蔵入
地」

11 月は拓本取り、
銀山城測量調査（10
月から継続中）と
フィールドワークも
充実してます！

「近世福山を読む」（第 21 回）

◆ 11月 8日（第２土）午後２時～
◆講師　高木康彦（部会長）
◆福山市民交流館
※会場は市民参画センターでは
ありません。車は参画センター
第２駐車場をご利用下さい。
【内容】
福山城建造物の第八回目。今回で最
終回です。三ノ丸西側勝成隠居屋敷か
ら南側家老屋敷迄です。

◆ 12 月７日（第１日）午後２時～
◆講師　高木康彦（部会長）
◆福山文学館
※第１日曜日です。会場もいつ
もと違います。お気をつけくだ
さい。
【内容】
元和 8－9 年、福山城が完成したと
きの藩ならびに城下の動きを紐解き
ます。

中世史部会 近世・近代史部会

会報 181 号原稿募集！
12 月発行の会報181号の原稿を募集しています。備後
郷土史に関するものは何でも差支えなし。論文・論考・
資料提供・絵・写真・俳句・随筆・昔語り・質問、他、
例会報告など会員の皆様の投稿をお待ちしております。
11月16日（日）までに事務局編集部まで。規定は16
文字×120 行。（論文・論考は16 文字×244 行程度）

「古墳講座」（第 357 回）

◆ 11月 22 日（第 4土）午後７時～
◆福山市民参画センター
◆講師　湯川勝彦
【内容】福山市西部の古墳をさ
ぐる」（仮題）

12 月は懇親忘
年会ランチだ
よ。都合のつ
く人はぜひ参
加してね。

12 月の「古墳講
座」は年末のため、
お休みします。


