
平成 30年度 第 7回 理事会議事録

1.報告事項

○ 写真クラブ

定例会を 11月 6日 の 19時から21時まで開催 した。参カロ者は 5名。井上さんと長谷川さんの

カナダ旅行の写真などを鑑賞した。

12月 の定例会は 12月 11日 飲 )19時から開催する予定。

O歩 こう会

中断していた歩こう会を 11月 18日 に再開した。諏訪ノ森駅に集合、堺港、大仙陵のコース約

15km。 参加者は、当初 10名 、堺駅で 2名離脱し2名合流、大仙陵で 3名離脱、全コース歩行

者は 7名 だつた。約 12kmを歩いた。

次回は、2月 の 2週 日か 3週 日の日曜 日に実施予定。コースは阪堺線で阿倍野駅に行き、そこか

ら住吉経由で線路沿いの経路で船尾までの 13キ ロを歩く。線路沿いであり、各自が歩ける距離

を選択できる。

以前からの部外参加者の 3名 の方々が歩こう会の再開を喜んで居られた。

○ チンデンのイベント (堀江理事の報告)

12月 3日 と4日 にイベン トがあり、その際に新 しいグッズが lo月 の末に出来たということが紹

介された。阪堺線の路線図を描いたタオルが 1500円 、飴が 350円。これらはチンデンのイベン

トの時に売ることになっている。

チンデンの会の集会で、堀江さんが南海の作成 した影像 DVDを貰つてきた。貴重な資料であ

る。11月 4日 の産経新間に、幻の堺鉄道という計画があつたとい うことが報道されてる。新聞

のコピーを配布 した。堺市から大和高田までのの路線図が堺市立図書館で公開されている。

○ 英語教室

● 例月通 り実施、現在の会員数は 5名 (諏訪森 3名 、昭和町 1名 、元町 1名 )

l● 1募集をすればもう少し人数が増えるかもしれないが、実施する時間が無くて現状にとどまつてい

る。

OJヒ野先生のお悔やみ

お線香をお供えしたが、お返しのカタログギフトで トイレットペーパーなどのセットを選んだの

で、それらは会館に寄贈した。

平成 30年 11月 26日 (月 )20時 11分～21時 56分 会員総数 65名 (平成 30年 11月 現在)

浜寺校区文化会館 正会員  個人  38 名

長谷川琢也 〃  団体   5 名

足田八洲雄 賛助会員 個人  22 名

議事録署名人 末吉正典、土田元浩 〃  団体   0 名



〇 事務局より

堺市連立推進課より諏訪ノ森駅の保存活用に関してワークショップを開催 したいという連絡

があり、参力]メ ンバーを次にように理事長が決定した。

NPO:長谷川理事長、自治連合会 :井手国会長、小学校関連 :末吉、四つのや :赤堀

商店会 :玉木、浜寺公園駅関連 :足 田、の 6名

堺市は連立推進課と文化財課、合計 8名程度会合で、来週か再来週に第 1回を開催する予定。

2.カ ウントダウンイベン トの総括

○ 会計報告 古田理事

ご寄付を頂いた各位は 31先、128,000円 だつた。町会でお話しして、個人からも頂いたので多

くなった。グッズの売上は合計 14,300円 だつた。

○

○

実施状況

例年、入 り口が商店街に面していたのに比べて、今年はそうでないので、人の入 りがちがつた。

呼び込んでも入つてもらえないとか、のぞきに来てもらえないという事があつた。出しものが人

を惹き付けていなかった。

来年への企画案 (意見交換の記録)

来年はたこ焼き屋も取り壊 して無いのでそっちでやつても良い。食べ物が有つた方が良いという

見方もある。駅舎にもまちづくりにも関心が無いとい う面もある。

一日だけでなく二日にしたらどうだろうか。

場所的にはコーヨーの三階なども使えるということもある。

池島さんがサキタハジメ君を呼んだらという意見を出していた。

百周年記念音楽会はどうか。

一年間を百周年イベン トとすることはどうだろう。フェスタすわのもり、駅舎の百周年などを包

括して店々に掲示する。

先日の歩こう会のと中に南海電鉄のスタンプラリーに参加 している人に会ったが、そのような企

画に組み込んでもらうのもよい。諏訪ノ森から大鳥神社などというラリーの企画。

諏訪森とい う町の名前は、駅の名前が出来てから拡がったのだから、諏訪森 100年 という切 り口

にしてイベン トを拡げてはどうか。

もともとこの辺は大字下石津で、南は大字船尾だったのが、駅が出来て諏訪森になったのだか

ら、それをうちだしたらどうか。

諏訪森という視点では人は集まらないから、もつと別の視点が要るのではないか。だけど、フェ

スタ諏訪森のように広域から人がやつてくるから、それも考えないといけない。福引きが人を惹

き付けているとい う面もある。

いろいろな団体が年間通じてやっていることを取り込んで一つにまとめたらどうだろう。今やっ

ているイベン トはどんなものがあるかを拾い上げて、それらに冠を付けてはどうか。

4月 のはまでらっこ祭 りを皮切 リー年を取 りまとめたらどうだろう。今やっているものだった

ら、そんなに手がかからないので、主催者はこの企画に乗つて呉れるのではないか。

今いろいろな団体がやつているイベン トのリス トを作ることから始めたらよい。



ローズにコスプレが大勢来ていたが、写真撮影でもやつていたのかもしれない。駅舎で撮影会

を開いても良い。

来年のローズは四つのや、Mlと一緒に出店したらどうか。

すわのもり100年の年で、商店会、連町会、四つのや、子ども会、おやじの会などに参加しても

らう。西区のふれあいまつりにも出てゆく。

諏訪ノ森駅舎の 100周年はよいが、まちの 100年というのはどういう根拠があるのだろうか。

住所表示が行政上浜寺諏訪森町となつたのは浜寺町が昭和 17年に堺市に編入された時からだろ

う。住所表示が変わつたのは 18年らしい。しかし、それまでも町の人は諏訪の森に住んでいる

といつていたはずだ。少なくとも、船尾に住んでいるというのではないと思っていた。別に船尾

を差別していたのではないと思うが、別荘の人(商人)と 在所の人膿 家)と いう区分けはあつた。

小学校の先生もそれを意識していた。

諏訪ノ森 100周年の記念行事をやつて、その中心に駅舎の 100周年が座つている、という形に

なるかな。

その頃の駅舎周辺はどんな状況になっているのだろうか。仮駅ができて、6月 ごろに切り替え

る。その時は南海が式典をやる。それ以後は乗客は仮駅を通つて電車に乗る。最初の時点では西

側から、仮駅の北側沿いを歩いて仮駅に入る。コーコー側向かいの道路沿いは曳家の経路を囲ん

で防護柵が設置されるはず。ただし、駅舎が見えるように透明フェンスになるのではないか。そ

の後準備期間をおいて曳家により駅舎は北野医院の東向かいの道路の角付近に移動する。最終的

には仮駅へのアクセスはコーコー側から曳家後の駅舎の東側を真つ直ぐ進んで仮駅の入り口に向

かうようになる。

4月 から6ヶ 月間ぐらいの 「すわのもり100周年イベント」を開催するとして、ロゴをつくろ

莉 とかそれとは別に「since1919」 というのが

新年会  1月 12日 19ЮOよ り 登仙にて

理事会  1月 29日 20:00よ り 文化会館

総会については次回の理事会にて提案されることになるだろう。

考資料 1】

北浜寺駅の新設

諏訪の森駅に改称

現駅舎の竣工(駅の移転)

浜寺町が堺市に編入

浜寺諏訪森町に改称

112年

111年

100周年

諏訪の森薬局創業

諏訪森幼稚園開園

1船尾幼稚園に発展

船尾駅開設

1907年 (明治 40年)12月 20日

1908年 (明治 41年)12月 1日

1919年(大正 8年)6月 10日

1942年(昭和 17年)7月 1日

1943年(昭和 18年)9月 1日 76周年

1929年 (1召和4.年)

1931年(昭和 6年)

1933年(昭和 8り、前身は大正 4.年創立の船尾 日曜学校

1912年 (明治 45年)4月 1日



【参考資料 21

北浜寺駅が開設されて、その翌年に諏訪の森駅と改称された。なぜ改称したのかというこ

とについての定説はない。「浜寺公園駅」に対してこちらが 「北浜寺駅」では清券に関わるとい

うことだつたかも知れません。或いは、この時期が丁度諏訪神社が石津太神社に合祀されて消え

てしまった時だから、せめて新しい駅の名前に諏訪神社の思いを残したかつたのかも知れない。

また、諏訪神社について明神の森という表現があり、それを合わせて諏訪の森というイメージが

出て来たのかも知れない。

なお、当時の駅舎の所在地が大字船尾か大字下石津かについては微妙な位置関係がある。駅

下がりの通りが境界になつているが、その境界線は南海本線のあたりで北に折れて現在の下り駅

のところで東に向き、元の諏訪神社の境内の北側を通つて居たようである。したがつて、当時の

諏訪ノ森駅が大字船尾にあつたのか、大字下石津にあつたのかは断定しようが無い。したがつ

て、駅に名前も船尾駅や下石津駅にはならず。新しい駅路になったというのが最も判りやすい。

【参考資料 3】 土地の名前の呼び方

諏訪ノ森駅が出来た頃から周辺に住宅が建ちだした。その住民達は住居地を船尾と呼ぶか下

石津と呼ぶかだが、どちらも村の中心は離れたところにあり、駅周辺は場末になる。当然、新住

民は駅を中心にものを考えるようになるので、諏訪の森の住民だということになつた。また、い

くつかの組織や商店などが諏訪の森を意識して命名している。まず、隣保互助団体として諏訪の

森公同会がつくられ、ゴミの清掃のための諏訪の森衛生組合が設置された。また、昭和 16年に

は諏訪森会館が竣工している。

その他に、昭和4.年に諏訪の森薬局が開店、昭和 6年に諏訪森幼稚園が開園している。また、

個人のレベルで諏訪の森を住所などに使つている資料もある。

以上の議事の内容と結果を明確にするために議長及び議事録署名人は次に記名押印する。

平成 30年 11月 26日

特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会 理事会

議長 長谷川 琢也

議事録署名人 末吉 正典 土田 元浩


