
第1回 謎の豪族和爾氏の里と歌人人麻呂を巡る/2022年5月14日（土） 
奈良盆地東北部一帯に広く勢力を持った和珥氏の本拠地は天理市和爾町付近で近くには後
漢中平年間の起年銘を持つ鉄刀が出土した東大寺山古墳、赤土山古墳、和爾下神社古墳な
どを紹介します。ワニは日本書紀が春日・小野などの古代氏族の祖と伝えています。 

ＪＲ櫟本駅前→歌塚→柿本寺跡→和邇下神社古墳→赤土山古墳→東大寺山古墳（昼食）→
高塚公園遺跡→和爾坐赤坂比古神社→和珥坂下伝承地→楢神社→ＪＲ櫟本駅前 

第3回 三好長慶生誕五百年記念ウオーク 
三好一族が天下に飛躍した都市 堺 / 2022年9月17日（土） 

阿波の豪族三好一族が天下取りの拠点としたのは、海に開いた環濠都市「堺」でした。自
由都市堺に、三好一族だけが広大な砦のような館を設けることができたのは何故でしょ
う？将軍足利義晴を都から追い払い、堺に設けた幕府は何処にあったのでしょうか？ 

七道駅→三好館跡→善長寺→妙國寺→開口神社→利休屋敷跡→顕本寺→南宗寺 

第5回 古墳が点在する秋津洲の道を歩く / 2022年10月22日（土） 
日本書紀には「この地がちょうど蜻蛉がつがった形のようだったことから、はじめて秋津
洲の名ができた。」と記されています。この地に残る全長238ｍの室宮山古墳や日本武尊
琴弾原白鳥陵等を巡ります。室宮山古墳では長持型石棺の内部を見ることができます。 

近鉄御所駅→鴨都波神社→野口神社→室宮山古墳→篠ウル神古墳→日本武尊琴弾原白鳥陵
→鑵子塚古墳→JR掖上駅 

第6回 「長屋王の変」を巡るツアー / 2022年11月6日（日） 
奈良時代前半の神亀６年（729年）2月に起こった「長屋王の変」。長屋王らの皇族勢力と
藤原氏という新興政治勢力の狭間で、「武力」という国家機能を背負った大伴氏や佐伯氏
たち武門のプライドに思いを寄せながら、彼らが守った平城宮とその周辺を巡ります。 

近鉄大和西大寺駅→平城宮佐伯門→大極門→朱雀門（大伴門）→いざない館第4展示室→
（昼食）→壬生門→建部門→東院庭園→藤原麻呂邸跡→長屋王邸跡（ミ・ナーラ） 

⼤阪・奈良 歴史街道リレーウォークとは 
「平城遷都1300年祭」を記念して、民間レベルで広域的なネットワーク化を目指し、これに関連する地域の

観光ボランティアガイド団体が連携して大阪・奈良歴史街道リレーウォークが始まりました。2007年9月24日

の第１幕開催から、2020年11月に第5幕を終えたロングランイベントとなっています。 

第6幕のテーマ「乱世を駆け抜けた「もののふ」の精神に寄りそう」。今、注目を浴びているの戦乱の時代を

駆け抜けた武士の精神（こころ）を感じる13回のウォークイベントと講演会の全14回構成です。 

地元目線で、お話をするガイドとともにコアなツアーへ皆様をご案内します。 

主催  ：大阪・奈良 歴史街道リレーウォーク実行委員会 共催：開催地のボランティア団体 

特別協賛：歴史街道推進協議会 

後援  ：大阪府/奈良県/堺市/藤井寺市/羽曳野市/奈良市/御所市/桜井市/天理市/葛城市/大和郡山市 

     五條市/斑鳩町/高取町/各市町村教育委員会/（独）奈良文化財研究所/（公財）大阪観光局 

     （公社）堺観光コンベンション協会/（一財）奈良県ビジターズビューロー/NPO法人維新の魁・天誅組 

    （公社）奈良市観光協会 / 各市町村の観光協会 

協力  ：ＪＲ西日本/南海電気鉄道㈱/近畿日本鉄道㈱/奈良交通㈱/各市町村の諸団体 

事務局 ：〒590-0077 堺市堺区南瓦町2-1 福祉会館2F  NPO法人 堺観光ボランティア協会内 

     TEL:072-233-0531 (10時～16時30分) URL: www.relaywalk.net 

Relay Walk 通過記録 
各地のウォークに参加し、もののふの精神に触れながら、 

多くの記録スタンプを集めてください。最終回参加時に記念品等が当たります。 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 

第８回 第９回 第１０回 第１１回 第１２回 

第６回 

第１３回 

第７回 

第１４回 

第7回 順慶・秀長・柳澤氏の三武将ゆかりの地を訪ねて  / 2022年11月19日（土） 
天正8年(1580)筒井順慶、織田信長から「大和の国一円存知」が許され、本貫の地筒井を
捨てて郡山に入る。天正13年(1585）、大和・和泉・紀井100万石の太守として、豊臣秀長
が入部。その後五代将軍・徳川綱吉の側用人柳沢吉保の嫡男吉里が、1724年に甲府から郡
山15万石に国替えとなる。 

近鉄郡山駅つなげる広場→大納言塚→永慶寺→郡山城→極楽橋→郡山城追手門前 

第4回 相撲の発祥を探る  / 2022年10月2日（日） 
相撲の始祖と言われる當麻蹶速にちなんで建てられた、全国でも珍しい相撲の資料館に入
る。本場所と同サイズの展示土俵があり誰でも上がって力士の気分を味わえる。また、大
津皇子ゆかりの鳥谷口古墳など、二上山山麓を歩く。 

相撲館→傘堂→當麻山口神社→鳥谷口古墳→當麻寺（解散）  

第2回 天誅組と対峙した高取藩兵と城下町 / 2022年6月25日（土） 
文久３年（1863）天誅組は高取藩に恭順を約させたが、兵糧の差出を拒否された為、高取
城奪取を図る。五条から重阪峠を越え紀路を進軍してくる天誅組を高取藩兵は鳥ケ峰附近
において大砲と鉄砲で撃破した。鳥ケ峰古戦場ほか天誅組ゆかりの場所を巡る。 

鳥ケ峰古戦場→紀路→杞ノ辻→西の辻（土佐街道）→石川医院（下屋敷表門）→大砲の模
型と100名城写真→夢創館（高取城CG）→札ノ辻→長屋門 

まち  



  コースタイトル / 概算距離 開催日 / 主催者 集合場所 / 集合時間 解散場所/時間 定員/申込締切/費用 雨天時 問合せ先 

第1回 
謎の豪族和爾氏の里と歌人人麻呂を巡る 

8km 

2022年5月14日（土） 

山の辺の道ボランティアガイドの会 

JR万葉まほろば線 櫟本駅 

集合時間 9時30分  

ＪＲ櫟本駅 

15時頃 

事前申込 定員50名 

申込締切 5月10日 

300円(資料代等) 

雨天決行 

荒天中止 

山の辺の道ボランティアガイドの会 
〒632-0016 天理市川原城町249-1 
天理市産業振興館内 TEL/FAX 0743-63-1242

第2回 
天誅組と対峙した高取藩兵と城下町 

4km 

2022年6月25日（土） 

たかとり観光ボランティアガイドの会 

高取町役場 

（近鉄 壺阪山駅徒歩5分） 

集合時間:9時30分  

植村家長屋門前 

12時30分頃 

事前申込 定員100名 

申込締切 6月20日 

200円（資料代等） 

雨天決行 

荒天中止 

たかとり観光ボランテイアガイドの会 
高取町観光案内所 夢創館 
TEL/FAX:0744-52-1150 E-mail:vg@takatori.info 

第3回 

三好長慶生誕五百年記念ウオーク 

『三好一族が天下に飛躍した都市 堺』 

6km 

2022年9月17日（土）  

NPO法人堺観光ボランティア協会 

南海本線 七道駅前  

集合時間 9時30分 

南宗寺 

14時30分頃 

事前申込 定員80名 

申込締切 8月31日 

500円(資料代等) 

雨天決行 

荒天中止 

NPO法人堺観光ボランティア協会 歴史街道係 
〒590-0077 堺市堺区南瓦町2-1 福祉会館2F 
TEL/FAX : 072-233-0531 E-Mail:sakaikvk@axel.ocn.ne.jp 

第4回 
相撲の発祥を探る 

4㎞  

2022年10月2日（日）  

葛城市観光ボランティアガイドの会  

葛城市相撲館 

（近鉄当麻寺駅徒歩5分） 

集合時間 9時30分 

當麻寺 

12時30分頃 

事前申込 定員50名 

申込締切 9月20日 

500円(入館料含む) 

雨天決行 

荒天中止 

〒639-0276 葛城市當麻83-1 葛城市相撲館 
TEL; 0745-48-4611 / FAX; 0745-48-8196  
E-Mail:sumoukan@city.katsuragi.lg.jp  

第5回 

古墳が点在する 

秋津洲（あきつしま）の道を歩く 

7km 

2022年10月22日（土） 

御所市観光ボランティアガイドの会 

近鉄御所線 御所駅 

集合時刻 9時30分 

JR和歌山線 掖上駅 

15時頃 

事前申込 定員60名 

申込締切 9月30日 

300円（資料代等）  

雨天決行 

荒天中止 

御所市観光協会 
〒639-2258 奈良県御所市1-3 
TEL/FAX:0745-62-3346 

第6回 

「長屋王の変」を巡るツアー 

（もののふのこころに思いを寄せて） 

5km 

2022年11月6日（日） 

NPO法人平城宮跡サポートネットワーク 

近鉄 大和西大寺駅 

（中央改札口） 

集合時刻 10時00分 

長屋王邸跡 

（ミ・ナーラ）  

15時頃 

事前申込 定員50名 

申込締切 10月31日 

300円（資料代等）  

雨天決行 

荒天中止 

NPO法人 平城宮跡サポートネットワーク 
〒630-8577 奈良市二条町2-9-1（奈良文化財研究所内） 
TEL / FAX 0742-34-7713 E-Mail:npoheijyou@yahoo.co.jp 

第7回 

順慶・秀長・柳澤氏の 

三武将ゆかりの地を訪ねて 

3.5km 

2022年11月19日(土） 

大和郡山市観光ボランティアガイドクラブ 

つなげる広場 

（近鉄橿原線 郡山駅前） 

集合時刻 9時30分 

郡山城 

追手門 

12時30分 

事前申込 定員80名 

申込締切 11月5日 

300円（資料代等）  

雨天決行 

荒天中止 

大和郡山市観光協会 
TEL 0743-52-2010 / FAX 0743-52-2322 
E-Mail:kankou@m3.kcn.ne.jp 

第8回 

父親の仇「楠木正成」に加勢した 

越智邦澄の潔さ 

7km 

2022年11月26日（土） 

越智氏奉賛会 

ＪＲ和歌山線 掖上駅 

集合時間 9時30分～10時15分 

近鉄吉野線 

岡寺駅 

14時頃 

事前申込 定員100名 

申込締切 11月15日 

300円(資料代等) 

雨天中止 

高取町観光案内所 夢創舘（高取町観光協会） 
〒635-0152 奈良県高市郡高取町上土佐20-2 
TEL/FAX 0744-52-1150 

第9回 
南朝の忠臣 三輪西阿の活躍！！ 

8km 

2022年12月3日（土） 

桜井市観光ボランティアガイドの会  

JR万葉まほろば線 三輪駅 

集合時刻 9時30分 

ＪＲ・近鉄 

桜井駅 

14時30分頃 

事前申込 定員100名 

申込締切 11月26日 

300円（資料代等）  

雨天決行 

荒天中止 

桜井市観光まちづくり課 歴史街道リレーウォーク係 
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1 
TEL:0744-42-9111(内線342) FAX:0744-46-1782 

第10回 
古代の英雄ヤマトタケルの奥津城を探る 

5km 

2022年12月17日（土）  

羽曳野まち歩きガイドの会  

近鉄南大阪線 

古市駅東広場 

集合時刻 10時00分  

近鉄 

藤井寺駅 

16時頃 

事前申込 定員50名 

申込締切 12月10日 

300円（資料代等）  

雨天決行 

荒天中止 

羽曳野まち歩きガイドの会（事務局細見） 
〒583-0872 羽曳野市はびきの1-391-25 
TEL 080-5328-1137 E-Mail:k.hosomi.11373@onyx.ocn.ne.jp  

第11回 
松永久秀とならきたまち 

5km 

2023年1月14日（土） 

NPO法人なら・観光ボランティアガイドの会 

奈良県庁前 

(近鉄奈良駅 徒歩10分） 

集合時間:9時30分 

奈良県庁前 

12時30分 

事前申込 定員100名 

申込締切 1月7日 

300円（資料代等） 

雨天決行 

荒天中止 

なら・観光ボランティアガイドの会 
奈良市上三条町23-4 TEL:0742-27-9889 

第12回 

講演会と紙芝居 

堺、もののふ二題 堺事件と鈴木貫太郎 

紙芝居：五代友厚がみた堺事件 

2023年1月28日（土） 

講師：白神典之 氏（博物館学芸員） 

主催：omoroiさかい実行委員会 

堺市博物館ホール 

JR阪和線百舌鳥駅下車 

講演会 13時30分 

講演・紙芝居終了 

15時30分頃 

事前申込 定員50名 

申込締切 1月21日 

500円（資料代等）  

雨天決行 

Omoroiさかい実行委員会 
大阪・奈良 歴史街道リレーウオーク担当 柿澤 
E-Mail:Kakisawa358@jcom.zaq.ne.jp 

第13回 

大坂夏の陣・道明寺合戦 

又兵衛ゆかりの地を巡る            

7km 

2023年2月12日（日） 

藤井寺市観光ボランティアの会 

道明寺天満宮境内 

（近鉄道明寺駅 徒歩3分） 

集合時間 9時30分 

道明寺駅 

15時頃 

事前申込 定員50名 

申込締切 1月31日 

300円（資料代等）  

雨天決行 

荒天中止 

藤井寺市観光ボランティアの会 
E-Mail：fujiiderakanbora@gmail.com 

第14回 
維新発祥の地 天誅組を巡る 

4km 

2023年2月26日（日）  

五條市観光ボランティアガイドの会 

ＪＲ和歌山線 五条駅 

集合時間:9時30分  

ＪＲ五条駅 

14時頃 

事前申込 定員50名 

申込締切 2月19日 

300円(資料代等) 

雨天決行 

荒天中止 

五條市観光ボランティアガイドの会 
FAX 0747-22-0450 E-Mail:info@tenchugumi.jp 

『第６幕 乱世を駆け抜けた「もののふ」の精神に寄りそう』開催一覧 コロナ禍開催のため、全行事を事前申込による少人数制で実施します 

イベント参加にあたって 
イベント参加時には、マスク着用など感染症防止に協力ください。ご協力頂けない際は、参加を
お断りすることがございます。なお、開催中に発生した交通事故・体調不良等に付きましては、
主催団体並びに関連団体は、責任を負いかねます。予めご了承の上、ご参加下さい 

第11回 松永久秀とならきたまち / 2023年1月14日（土） 
通称は松永弾正。その出自は謎に包まれているが、大和一国の進退を任され京都と奈良を
結ぶ京街道を押さえる多聞山に築城した。眉間寺山に位置する平山城で、東西約360m、南
北約200m の規模であったと推定される。松永久秀も見たであろう古都奈良を巡ります。 

奈良県庁前→初宮神社→旧鍋屋交番（きたまち案内所）→奈良女子大学→普光院→聖武天
皇陵・光明皇后陵→多門町→松永久秀と多聞山城→転害門→戒壇堂→吉城園→奈良県庁前 

オンライン申し込みをご活用ください！！ 

申し込みには、便利なオンライン申し込みをご活用ください。 
はがき等による申込方法については、Webサイトでご確認ください。 
※一部を除き電話での申込は出来ません。ご了承ください。 

Webサイト 

第10回 古代の英雄ヤマトタケルの奥津城を探る  / 2022年12月17日（土） 
古代の英雄ヤマトタケルが伊吹山の神との戦いに敗れ、故郷と剣に思いを寄せながら、荒
野で死んでゆきます。死を聞いた倭に居る后や御子が御陵を造りますが、タケルは白鳥と
化して飛び立ち河内国に舞い降ります。再び御陵を築きますが、白鳥は更に飛び去り、長
い物語は終わります。さて、ヤマトタケルは何処に葬られたのでしょうか？ 

白鳥神社→白鳥陵古墳→峯塚古墳→応神天皇陵古墳→大鳥塚古墳→仲哀天皇陵古墳→藤井寺駅 

第14回 維新発祥の地 天誅組を巡る / 2023年2月26日（日） 
明治維新より溯ること５年、文久３年(1863年)８月１７日。尊王攘夷の大義を掲げて挙兵
したが、朝廷の政変により皇軍から賊軍となり儚く散った「天誅組」。天誅組決起１６０
年の今年、新しい時代の到来を夢見て散った「維新の魁・天誅組」の史跡を辿ります。 

JR五条駅→乾十郎墓→森田節斎碑→極楽寺→五條代官所跡→井澤宜庵墓→井澤宜庵宅跡→ 
長屋門→新町通り→櫻井寺→乾十郎碑→JR五条駅 

第9回 南朝の忠臣 三輪西阿の活躍！！  / 2022年12月3日（土） 
後醍醐天皇の吉野還幸に際し警護したのが楠木正成、三輪西阿たちの大和武士である。そ
の後４年間、桜井の地を中心に激戦が繰り広げられた。西阿は最後の激戦で討死する。後
に西阿の子、良円が四条畷の戦いに参陣し討死。西阿父子の戦跡とゆかりの地を訪ねる。 

三輪駅→三輪城(推定地）→安倍山城跡→戒重城跡→外鎌嶺城跡(遠望）→JR・近鉄桜井駅 

第12回 講演会「堺もののふ二題 堺事件と鈴木貫太郎」/ 2023年1月28日（土） 
ＮＨＫブラ○○○でも、お馴染みの堺市博物館、白神典之学芸員が語ります。 

幕末堺を警備していた土佐藩士とフランス兵の衝突！堺事件責めを負って土佐藩士11人が
妙國寺で切腹した「堺事件」 / 太平洋戦争終戦時の「日本のいちばん長い日」に対処し
た堺生まれの総理「鈴木貫太郎」 / 同時上演紙芝居「実業家 五代友厚がみた堺事件」 

第13回 大坂夏の陣・道明寺合戦 又兵衛ゆかりの地を巡る / 2023年2月12日（日） 
大坂夏の陣・道明寺合戦は、慶長20年(1615)5月6日 午前4時小松山の戦いに始まり、午後
4時誉田の戦いが終わるまでの12時間の戦いのことです。今回はその前半戦である後藤隊
の戦った小松山の戦いを中心に巡ります。(道明寺天満宮では梅まつり開催期間予定） 

道明寺天満宮→道明寺河原→玉手山展望台（お弁当）→後藤又兵衛の碑→大坂夏の陣戦没
者供養塔→小松山古戦場跡碑→玉手山１号墳→片山神社→道明寺合戦碑→道明寺駅 

第8回 父親の仇「楠木正成」に加勢した越智邦澄の潔さ / 2022年11月26日（土） 
鎌倉幕府に反旗を翻した越智邦永は、幕府から派遣された楠木正成に討たれます。しか
し、後に疑問を持ち討幕に向かう正成。父の仇である正成に越智邦澄は加勢し共に戦いま
す。邦澄の精神を思いながら、越智氏の足跡を辿ります。 

掖上駅→光雲寺→有南神社→天津岩戸別神社→越智城（オヤシキ）跡→カンジョ古墳→貝
吹山・貝吹山城跡→白橿近隣公園→見瀬城跡→近鉄岡寺駅 


