Moshi-mosu
もっと知れば、もっと好きになる！長岡京市の歴史・文化財

歴史のどこが好きって聞いてみた。たとえそれが
古いものでも、新しいことでも自分が知らないこ
とを知ることは楽しい。だから、歴史が好き。何
百年、何千年前のことも、昨日起こったできごと
も、すべてが新しい発見。それらに触れて自分の
なかで何かを感じたり、ひらめいたりして、自分
事になったときに、人生が大きく動いていく。こ
れから先もきっと知らないことはたくさんあっ
て、新しい発見が無数にある。2018 年下半期も
『moshi-mosu』が少しでもお役に立てられたら
うれしいです。
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Vol.

Take Free

We asked him “what do you like of history”. It is pleasant to
learn what I did not know so far. Both the things several
hundred years ago and the yesterday’s event are the
discovery that all is new. We think that the life greatly
spreads by learning the history. There is a lot of what we do
not know in the world. If we are given more knowledge and
excitement to you by “moshi-mosu”, we are glad.

長岡京市の魅力に迫る！！

長岡京
文化財巡り
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弟国宮遷都から 1500 年のことし。長岡京市の
文化財に触れ、まちの魅力を再認識していただ
くために、記念スタンプラリー『長岡京文化財

土

巡り 2018』を開催します。
歴史ファンの皆様はもちろん、夏休みの自由研
究として、ぜひ親子で参加してください。

土

ゴールでは、弟国宮遷都 1500 年記念の素敵な
『記念品をプレゼントします！（先着 500 名様）

●参加方法●
STEP1

STEP2

STEP3

スタンプ台紙を
ゲット！

3 つのスタンプを
押そう！

ゴールポイントで
修了証をゲット！

市内公共施設または
市のホームページから
ダウンロード

市内 10 か所のなかから
3 つのポイントを
巡ってスタンプを
押そう。

スタンプが集まったら
ゴール（中山修一記念館）へ。
素敵な記念品を
お渡しします。

できます。

文化財巡り参加の心得！

●市内設置のスタンプ台紙は数に
限りがあります。なるべくホーム
ページからダウンロードしてご参
加をお願いします。
●施設によって開館時間や休館日
が異なります。事前にホームペ
ージなどでチェックしてください。
●「記念品」の配布は先着５００名
様です。

四

スタンプの図柄を楽しむべし。

一

まずは、ぶらりまち歩きを楽しむべし。

五

スタンプだけでなく、
スタンプポイント周辺の文化財を楽しむべし。

二

スタンプポイントの目印「弟国宮のぼり旗」を
探すべし。

六

周辺のグルメやショップも楽しむべし。

三

スタンプは丁寧に取り扱って楽しむべし。

七

参加後は、「記念品」を友人に自慢すべし。
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弟国宮遷都 1500 年記念スタンプラリー

「長岡京文化財巡り」おすすめコース
弟国宮巡り

おすすめコースや
スタンプ台紙
くわしいマップは
市ホームページから
ダウンロード
できます！

Episode1

1500 年前の姿を眺める！
西暦 518 年、継体天皇は「弟国宮」へ遷都しました。
宮の推定地とされる角宮神社や乙訓寺、継体天皇を支
えた豪族とかかわりが深い井ノ内車塚古墳、長法寺南
原古墳を巡り、1500 年前の都に思いをはせよう！

②井ノ内車塚古墳

角宮神社

光明寺

スタンプは
長法寺南原古墳で出土した
鏡のデザインだよ！

スタンプは
発掘調査で出土した
瓦のデザインだよ！

西山公園体育館

③乙訓寺

①こらさ
寂照院
④図書館
⑤阪急駅前観光案内所

⑦埋蔵文化財調査センター
長岡天満宮
スタンプは埋文センター
キャラクターのまいぞう
くんのデザインだよ！

阪急長岡天神駅
ＪＲ長岡京駅

⑥神足ふれあい町家

勝龍寺城土塁
空堀跡・神足神社
⑧勝竜寺城公園
阪急西山天王山駅
高速長岡京ＢＳ

⑨恵解山古墳公園

スタンプは
細川藤孝書状の
サインのデザインだよ！

⑩中山修一記念館

歴史探究巡り
弟国宮巡り
光秀藤孝巡り
弟国宮巡り
Episode3

さらに深く歴史を極める！

Episode2

古代の遺跡と長岡京の歴史を深く掘り下げて知ること
ができる埋蔵文化財調査センター。近くの寂照院の本
堂裏では、走田９号墳の石室を見ることができます。
ちょっと足を延ばして、本物の遺物に出会って歴史を
極めよう！

戦国の風を感じる！
戦国大名細川藤孝の居城で明智光秀の娘玉（のちのガ
ラシャ）が嫁いだ勝龍寺城。本能寺の変の後、山崎合
戦で敗れた光秀が最後に立ち寄った城と言われていま
す。あわせて、戦いの舞台となった恵解山古墳を巡り、
戦国に風を感じよう！
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参加しよう！
ど

Event イベント情報。

ば

土馬たちが走ります！？
第 1500 回!?

1

ど

申込不要

ば

『弟国宮杯 土馬レース』開催中！

観覧無料

今回の展示では、個性豊かな１８頭の土馬のなかから好みのものを選ん
で投票いただきます。投票結果は、１週間ごとに集計し、発表します。
投票いただいた方には特製缶バッジをプレゼントします。

■期

間

■開館日

平成３０年９月２８日（金）まで
平日（月～金曜日）：午前８時３０分～午後５時
第２・４日曜日 ：午前１０時～午後４時

くわしくは、埋蔵文化財

■場

所

（長岡京市奥海印寺東条１０番地の１／阪急バス「明神前」下車徒歩約２分）

センターのホームページ
をご覧ください。

長岡京市埋蔵文化財調査センター エントランスホール

■問い合わせ 公益財団法人長岡京市埋蔵文化財センター ☎０７５－９５５－３６２２

この夏は、土馬に注目！
さ い し

観覧自由

『長岡京の祭祀遺物～特別展示』
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図書館休館日

■日時 平成３０年７月１８日（水）～１０月７日（日）

は除く

※図書館休館日は除きます

午前１０時～午後７時（土曜・日曜・祝日は午後５時まで）
墨書人面土器も
展示します！

■場所 長岡京市立図書館１階歴史資料展示コーナー
■問い合わせ 長岡京市教育委員会生涯学習課 ☎０７５－９５４－３５５７
Column

長岡京の発掘調査では、一般的な土器などのほかに、一見

といった薄板を加工した木製品があります。

何に使ったのかわからないものも見つかります。これらは、当

また、鏡や鈴などの銅製品のほか、銅銭や櫛、あるいは土錘

時の人々のおまつりやまじないなどの、精神活動にかかわるも

（網のおもり）のように、本来の用途とは別におまつりに使用さ

のと考えられ、祭祀遺物と呼ばれます。主なものには、土馬、

れたものもあります。今回の特別展示では長岡京で出土する

ぼ く し ょ じんめん ど

き

ひ とがた

い ぐ し

墨書人面土器、ミニチュアカマドといった土製品、人形、斎串

ど す い

代表的な祭祀遺物についてご紹介します。

お便りコーナー
建設に伴う発掘調査のときにも、今回よりもさらに一回り大きな「掘立柱建物」が見つかっていることから、その建物の「西脇殿」にあたると思
暑い夏に出会った景色は、きっとずっと覚えている！
われる。
暑い夏がやってきました。夏が来ると、小泉川での川遊
とても素敵なご意見をありがとうございます。子供のころの暑い夏の思い出、澄
びや夏祭り、お墓参りなど、子供のころに父や母に連れ
また、この発掘場所は、長岡京時代の「右京二条三坊二町」という区画にあたり、長岡京の中でも最大級の皇族または高級貴族の邸宅だっ
んだ青い空、山や川の香りなど、いくつになってもふと思い出すことって多いです
られて行った夏の行事が思い出されます。
た可能性が高い。
今の子供たちは、どれだけ自然や文化にふれられている
のか疑問に思うこともありますが、日本の夏、地域の夏
の伝統をぜひ体験してほしいと思います。
（昔の子供さん）
（はじめのいっぽさん）

よね。それは、実際にその場で触れて、体験しているから強く印象に
残っているんだなぁ～と思うんです。この夏、「長岡京文化財巡り
２０１８」を実施中です。ぜひぜひ、実際にまちに飛び出して、文
化財を巡ってみてください。いつもよりも印象深い夏が過ごせる
はず。もちろん、暑さ対策、熱中症対策を万全に！
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