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摂南大学（学長：八木紀一郎）外国語学科赤澤春彦ゼミの学生６人が、７月２３日、    

２４日に行われる「星田妙見宮鎮座 1200 年奉祝大祭」で、独自に行った調査に基づく妙

見宮の魅力を紹介するガイドツアーを行います。 

北斗七星(北辰)を崇める星田妙見宮（交野市）は僧侶空海（弘法大師）によって８１６年

に開かれたとされ、今年は建立１２００年。赤澤ゼミは「文化財と地域社会の関係を考え

る」ことを研究テーマの一つとしており、この記念すべき大祭を学術の面から盛り上げま

す。 

事前調査にかけた期間は 4 カ月。何度も現地に足を運び、一つひとつの灯篭の大きさを

測り、刻まれた年や奉納者を調べていく。その中で各自が気になった点を深く調べ、ガイ

ド内容に盛り込んでいます。ツアーでは、普段であれば見落としてしまう、神社の新たな

側面や魅力を大学生目線で伝えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つきましては概要をお知らせしますので、事前告知や取材で取り上げていただきたくよ

ろしくお願いします。 

◆◇実施概要◇◆ 

１．日  時 ２０１６年７月２３日（土）・２４日（日）※小雨決行 

２．集合時間 両日とも、①１４：００～②１５：００～（所要時間：約４０分） 

３．集合場所 星田妙見宮（交野市星田９－６０－１）入口横のガイドブース 

４．アクセス ＪＲ学研都市線星田駅から京阪バス（１７番系統）に乗車し「妙見坂７丁

目」下車 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【お問い合わせ先】摂南大学地域連携センター（担当：小出・大島） 

寝屋川市池田中町 17-8 E-mail:SETSUNAN.Chiiki@josho.ac.jp 

TEL.072-829-0385 携帯 080-5716-3789（小出） 

【本件発信部署・取材のお申し込み先】 

    学校法人 常翔学園 広報室 （担当：下出・上田） 

TEL.072-800-5371 携帯 090-3038-9892 

陶器の狛犬？！ そのワケを学生が解説 

星田妙見宮奉祝大祭でガイドツアー 

狛犬は石像が一般的ですが、星田妙見宮内には「陶

器でできた狛犬」が存在します。その謎を解くヒ

ントは交野市の歴史と、刻まれていた製作者の名

前にありました。 

ほかにも、寄進された灯篭に刻まれている年が多

い時代には社会で何が起こっていたのかなど、神

社を歩きながら大学生が各自で調査したことを解

説します。 

写真：陶器でできた狛犬の調査風景 





塁口妙見
=鎮

藤F20峰泰稲六祭 プログラム

妙見河原会場

平成 28年 7月 23日 (上) 
…

9:30～ 11:30 奉況大祭 祭典

11:40～ 11150 奉賛歌「十年の社」 奉納

14:00～ :5:00 伸祈祷神事

!6:00～ !6:40 子供 ミュージカル

17:00～ 17:40 からおけ大会 (第 :部 )

(主催 :だんじり保存会)

17:40～ 17:55 構成今 (翠川会)

18:00～ 18:40 奉賛歌大合嘔

18:40～ 19:40 からお :サ 大会 (第 2部 )

(主催 :だんじり保存会)

19:50～ 21130 管絃 (雅楽)と 神楽のタベ

平成 28年 7月 24日 (日 )

12:30～ 12150 還幸祭

15:00～ 15:40 神楽舞

15:40～ 16100 踊 り(ス ターダス ト河内)

16100～ 16:40 
～

楽 (に ぎらい)

16:40～ 17100 よさこぃ踊 り (星 口LL手 )

17:00～ 18:40 盆踊 り
(星 ロジュニア/二 月家―着社中 )

イベント内容は、諸般の事情により中止、または
変更されることがありますので予めご了承下さい

星日会館会場

18:40～ 19:00 炒見星太鼓

19:00～ 20:00 薪神楽舞

20100～ 21:10 御祈浄 お火焚 き (護摩焚 き)祭

平 成 28年 7月 23日 (上)24日 (日 )

■ 物産展 (山 野酒造 大rl酒造 交野ヵバ ン 吉向窯)

■ サ見宮ガ ィ ド(摂 南大学生)14時、 15時
■ 俳旬晨示

平成 28年 7月 24日 (日 )14:00～ 20:00
■ 模擬店

主催 :星 口妙見官鎮座1200年奉祝大祭実行委員会
後援 :交野市 `交野市教育委員会・交野市星のまち観光協会

平成 28年 7月 23日 (上)13:00～ 17:00

平成 28年 7月 24日 (日 ):0:00～ 16:00

■ 河内木綿 機織 りの体験
■ 郷土史・化石・苦札 晨示
■ 昔遊 び ■ 昔 ば な し

■ はと笛・折 り紙 ■ か るた

講演】 《23日 》
・椰上の人 森口龍偲 氏と炒見信仲

(森口 龍親 氏 )

・降星伝説 と交野が原

(木内 鶴彦 氏)

。星口炒見官の社の 自然

(渡辺 晋―郎/平 研 氏 )
イン ド舞踊】 《24日 》

(桜井暁美 とギータンジャリ

ダンサーズ)

だんじり実行

平成 28年 7月 24日 (雨 天中止 )

《出発式》
10100星 田神社 出発
11100小綿商店角到着

(休憩 )

11:20小綿商店角出発
11:40炒見口交差点到着

(休憩 )

12100炒見口交差点 出発
!2120さ くらでんき横 交差点到着

(サ見富へ害入 )

14100さ くらでんき横交差点 出発
14150ニ ッコー前到着

(休憩 )

15120ニ ッコー前出発
16100ニ ロ神社到着

《曲迎 え》

特矛1協 力 :摂 南大学 お問合せ先 :星 口神社  o72-393-:212(響 ‖■lc.biglobe.ne.:p)
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