『トンボの眼』企画

田中俊明先生同行解説『サマースクール ＩＮ

石塔寺三重塔

琵琶湖』

『湖国・近江の渡来文化を探る』
田中俊明先生同行解説『サマースクール ＩＮ 琵琶湖』
ポイント
『トンボ塾・メンバーズ倶楽部』発足を記念して、日ごろ『トンボの眼・講演会』でお世話になって
いる講師の先生と、史跡旅行を通してより身近に先生方に接していただくことと、会員相互の親睦をか
ねた史跡旅行を企画いたしました。
今回は田中俊明先生（滋賀県立大学教授）に『湖国・近江の渡来文化を探る』と題して現地セミナー
と渡来文化の香りを色濃く残す滋賀県の湖西地方南部、大津市北郊、琵琶湖大橋対岸の湖東地区の遺跡
見学同行解説をお願いいたしました。
独特のミニチュア炊飯具形土器などを出土した横穴式石室の群集古墳・穴太遺跡、新羅との関係が深
い三井寺、百済滅亡後に渡来して来た人々の名残り、鬼室神社や石塔寺などをめぐります。

●期間：8月3日（金）～8月5日（日）＝3日間
●旅行代金：24,000円
近江舞子・琵琶湖畔ペンション(2～6名１室)
近江八幡（2名1室）
●一人部屋追加料金（近江八幡のみ）：２,０００円
◆食事：朝2回・昼1回・夕2回付
◆近江舞子駅集合 近江八幡駅解散
◆最少催行：１０名 定員：２０名
◆添乗員：『トンボの眼』編集室長・佐々木が近江舞子より
同行いたします。
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(金)
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(日)

発着

スケジュール

食事

ＪＲ近江舞子駅前集合（１５：００）
ホテルへ １５：１０頃 現地セミナー
『湖国 近江と渡来文化』
『湖国・近江と渡来文化』１６：３０～１
８：００ 講師：田中俊明先生（滋賀県
立大学教授） 夕食はバーベキュー
夕食後、フィールドワークガイダンス
（近江舞子 泊）

夕

終日フィールドワーク（０８：３０～１７：
００、貸切バス利用） 大津駅周辺の
穴太遺跡・大津市埋蔵文化財セン
ター・百穴古墳・崇福寺址・錦織遺跡・
三井寺新羅善神堂・大津市歴史博物
館・三井寺唐院（円珍関係）などを見
学、琵琶湖大橋対岸の湖東・蒲生地
区の鬼室神社・石塔寺などを訪れま
す。
（近江八幡 泊）

朝、朝食後、ホテルにて解散

～見どころ～
●穴太遺跡、百穴古墳
穴太遺跡はＪＲ湖西線唐崎駅北方に広がる遺跡である。
渡来人集団の集落と考えられていて、朝鮮半島で見られる
大壁造建物跡、「オンドル」跡などが見つかっている。オンド
ル遺跡は飛鳥などごくわずかしか発見されていない。その
意味で、穴太遺跡の住人が渡来系であったことを表してい
る。オンドル遺跡で最も状態の良いものが大津市歴史博物
館に移設されて、展示されている。
また、穴太遺跡には大津宮が」出来たとき（６６７）に作ら
れた穴太廃寺跡があるが、この寺院が出来る前にここに寺
があったことがわかっている。渡来系の百済式瓦を用いた
寺院である。大津宮の４つの寺（廃寺）の中で、崇福寺以外
はほぼ同じ状況が確認されている。その点からも、この地
に経済的に力の渡来人達がいたことがわかる。山手には
渡来系とされる穴太飼い米古墳群、穴太野添古墳群があり、
それぞれ大量の古墳が密集している。

朝
昼

夕

朝

（上記日程は現地の止むを得ない都合により変更をせざるを得ない場合がありますので予めご了承願います。）

同行講師：田中 俊明先生の横顔
1952年福井県生まれ。1982年京都大学大学院文学研
究科博士課程修了。堺女子短期大学講師・助教授を経て、
現滋賀県立大学教授。朝鮮古代史・古代日朝関係史、こ
とに伽耶史に取り組み、高霊の大伽耶を中心とする大伽
耶連盟の概念は、韓国伽耶史研究においても支持される
ものとなっている。主要著書 『韓国の古代遺跡 1新羅
篇（慶州）』（森浩一監修・東潮と共編著）中央公論社、
『韓国の古代遺跡 2百済・伽耶篇』（森浩一監修・東潮
と共編著）中央公論社、『大加耶連盟の興亡と「任那」
―加耶琴だけが残った』吉川弘文館、『高句麗の歴史と
遺跡』（東潮と共著）中央公論社など多数
遺跡』（東潮と共著）中央公論社など多数。

穴太遺跡のオンドル遺構
●崇福寺跡
飛鳥時代後期から室町時代にかけて存在した寺院の遺
跡。668年に天智天皇の命により近江大津宮の北西の山中
に建立され、延暦年間に十大寺に選ばれるなど栄えたが、
たびたび火災にみまわれるなど衰退し、一時園城寺に付嘱
したものの山門寺門の抗争に巻き込まれるなどし、室町時
代には廃寺となった。寺跡は発掘によって確認、現在の跡
は梵釈寺（桓武天皇が天智天皇追慕のために建立）との複
合遺跡と考えられている。

～見どころ続き～
●三井寺・新羅善神堂
三井寺の鎮守神である新羅明神を祀る。「堂」と名が付くが、建築様式的には流造の神社本殿である。新
羅明神は、唐に留学した円珍が日本へ帰国する際、船中に現れた神とされ、円珍に伝えられた経法を永遠
に守護することを誓った神であるという。
●三井寺・唐院
灌頂堂、唐門、大師堂、長日護摩堂などがあり、円珍が唐から帰国後、請来した経巻法具などを納めたと
ころとされる。現在は、宗祖円珍の廟所ならびに灌頂（密教の儀式）の道場として寺内でも最も重視されてい
る区域である。
●鬼室神社

蒲生郡日野町にあり、鬼室集斬の墓碑が本殿裏の石祠に祀られている。天智天皇２年（６６３年）の白村
江の戦いの後に百済の男女４００余人が近江国神前郡（後の神埼郡）に住まわされたと記すが、集斬も一族
とともにこの時、日本へ亡命してきたと推定されている。
●石塔寺

東近江市にある天台宗の寺院で「石塔寺」の名のとおり、境内には、阿育王塔と呼ばれる石造三重塔を
中心に、数万基の石塔や石仏が並ぶ。奈良時代前期（７世紀）頃、朝鮮半島系の渡来人によって建立され
たとみられ、朝鮮半島の古代の石造物に類似している。湖東地区が渡来人と関係の深い土地であることは、
『日本書紀』に天智天皇８年（６６９年）、百済（当時すでに滅亡していた）からの渡来人７００名余を近江国蒲
生郡あたり）へ移住させた旨の記述があることからも裏付けられ、石塔寺の三重石塔も百済系の渡来人に
よって建立されたものであるとの見方が一般的である。

三井寺・新羅善神堂

鬼室集斬の墓碑

大津宮跡・錦織遺跡

石塔寺石仏

●宿泊ホテル

琵琶湖畔 近江舞子
ペンション B.B.DYLAN

近江八幡 ビジネス第一ホテル

八幡旧市街

＜ 参加申込書 ＞
2012年8月3日発 サマースクール ＩＮ 琵琶湖『湖国・近江の渡来文化を探る』３日間

フリガナ

生年月日

男

氏名

・ 女

お一人部屋
希望

西暦

（2泊目のみ・別料金です）

月

日

希望する ・ 希望しない

会員

トンボの眼

〒

年

非会員

携帯電話
番号

－

お名前：

住所

ツアー中の
緊急連絡先
お電話番号：

TEL
同行者
氏名
住所

FAX
E-mail

※参加ご希望の方は、上記申込書をご記入の上、弊社までＦＡＸ（03-6402-7583）またはご郵送下さい。お知らせでは、当初連泊
を予定いたしましたが、夏季繁忙期のため一泊目は琵琶湖畔の近江舞子で男女別２～６名様の相部屋となり、もう１泊は近江八
幡に宿泊いたします。２泊目は一人部屋のご希望を承ることが可能です。ご希望の方は予めお申し出のほどお願いいたします。

ご旅行条件（ 約）お申 込
ご旅行条件（要約）お申し込みの際は別途お渡しする旅行条件書をご一読下さい
際
途お渡 する旅行条件書をご 読 さ
5.
旅
行

1.募集型企画旅行契約の部
この旅行は、株式会社Ｊトラベルセンター 企画販売部（以下当社といいます）が実施する手配旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約を締結することになります。手配旅行契約の内容・条
件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程及び当社旅行契約約款によります。
5.旅行代金に含まれないもの(前第4項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示いたし
2.旅行のお申し込み
ます)
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
(2)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付、その他追加飲食等個
区分 申込金(お一人様)
人的性質の諸費用及びそれに伴うサービス料
旅行代金が30万円以上 50,000円以上旅行代金まで
(3)渡航手続き関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続き取扱い料金)
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
(4)お一人部屋を使用される場合の追加代金
旅行代金が15万円未満 20,000円以上旅行代金まで
(5)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
(6)日本国内の空港施設使用料
3.旅行契約の成立時期
(7)日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費
旅行契約は、当社が第２項の申込金を受領した時に成立するものと致します。（通信契約の場合を除きま
(8)旅行日程中の空港税(日本国内通行税を含む、但し、空港税等を含んでいる事が表記されて
す）
いるコースを除きます)
4.旅行代金に含まれるもの
(9)運送機関等の課す付加運賃・料金
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースにより等級が異なります)
6.旅行契約の解除・払戻し
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所／旅行日に｢お客様負担｣と表記して
お客様は次に定める取消料をお支払いいただく事により、いつ
ある場合を除きます）
でも旅行契約を解除する事ができます。
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
契約解除の日 取消料（お一人様）
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を標準とします)
旅行開始日がピーク時の旅行で、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる
(5)旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料金
日以降 旅行代金10％
(6)手荷物の運搬料金
(最高50,000円まで)
お一人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お一人様20Kg以内が原則となっておりますが、方面によって
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで 旅行
異なりますので詳しくは係員にお尋ね下さい)手荷物の運送は当該運輸機関が行い、当社が運搬期間に運
代金が30万円以上･････････50,000円
送委託手続きを代行するものです。
旅行代金が15万円以上30万円未満･･････50,000円
(7)団体行動中の心付
旅行代金が10万円以上15万円未満･･････40,000円
(8)添乗員付コースの添乗員の同行費用
旅行代金が10万円未満･･････旅行代金の30％
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しは致しません。
旅行開始日の前々日～当日 旅行代金の100％
旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％
注)｢ピーク時｣とは、4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～1月7日を言います。
7.当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた変更
保証償金を支払います。詳

詳しくは、別途交付する詳細旅行条件書でお確かめ下さい。
8.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2011年4月1日を基準としています。また旅行代金は2011年4月発効のIIT運賃及び2010
年10月1日現在有効な普通航空運賃、適用規制に基づいて算出しています。
9.旅程管理
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の
運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行
の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し
得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の
契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明し
ます。
10.個人情報の取扱
旅お申込みの際に提出された、申込書に記載された個人情報について、お客様とのご連絡に利用させて
頂く他、お客様がお申込み頂いた旅行において運送･宿泊機関等の提供するサービス手配、及びそれら
のサービスを受領するための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他将来お客様へよ
り良い旅行商品やサービスを提供するために、新しい旅行商品やキャンペーン情報等のご案内、アンケー
トや旅行参加後のご感想提供のお願い、統計資料の作成等にお客様の個人情報を利用させて頂く事が
あります。
● 海外危険情報・衛生情報
渡航先(国または地域)によっては外務省危険情報等の、安全･衛生関係の情報が出されている場合がご
ざいます。お申込みの際は、旅行取扱店または外務省海外安全相談センター（TEL：03-5501-8162)また
は（FAX：0570-02330）、外務省海外安全ホームページ(http//:www.anzen.mofa.go.jp)、衛生情報につい
ては厚生労働省検疫感染症情報ホームページ(http://www.forth.go.jp)でご確認いただけます。
● 旅行取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関
し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく記載の旅行取扱管理者にお尋ね下さい。

旅行お申込み先：株式会社Ｊトラベルセンター 企画販売部（東京都知事登録旅行業 第2-5961号）
〒105-0013 東京都港区浜松町１－７－３ 第一ビル３階
ＴＥＬ 03-6402-7585

ＦＡＸ 03-6402-7583

