
カテゴリ [外国人向けガイドツァー]

ガイドツアー

豊橋を中心に活動tる国際ボランティア観光ガイド団体、ひまわりの会は、8月26日(田に、持統_上

皇の三河行幸に関する名所・旧跡を巡るガイドツァーを開催いたします。

このツァーは、東三河地域に多く残る、持統上皇の三河行幸1こ関わる場所をたどりながら、あまり明

らかになっていないとの地域の古代史について考えてみるというものです。持統上皇は、動乱の飛鳥時

代終盤を支え、平城京で花開いた奈良時代への道筋をっけた女帝ですが、退位した後その死の直前に三

河に行幸なされたと記録が残っています。ただし、その詳細については正史である続日本紀にはほとん

ど記されていません。一方、この東三河地域には、その行幸にかかわる伝承が多く残されており、興味

深い対照を示しています。

今回は、この持統上皇の足跡をたどって、古代のこの地域の豊かな歴史に思いをはせてみようという

ツァーです。郷士の歴史から日本史全体の見え方が変わってくるかもしれないという、スリリングな経

験ができると思います。

日本の歴史に触れたい外国人の方はもちろん、国際交流に関心のある方はどなたでもご参加いただけ

ます。

古代史を彩る女帝持統上皇の三河行幸を外国人と一緒にたどります

「持統上皇三河行幸の足跡をたどる開催!

国際ボランティア観光ガイド

ひまわりの会

日時、場所:2018年8月26日豊橋駅集合

参加無料,、昼食は各自ご準僚Kださい。

2018年8月21日

なお別途このツァーについての事前プレゼンテーションを行います。

8月25e H:00 より国際交流協会第1会議室価尺前大通2丁目 開発ビル3F)にて33・1

<注意事項>

※自発的活動ですので、参加中の事故等への侶゛章は一切ご

ざいません。

※料金のかかる入場などは基本的に致しません。する時に

は料金は各自負担となります。

10:00 出発予定

<本件に関するお問い合わせ>

責任者:尾嵜悌之

TEL :090-5637、5285

E、mail: guide@r011Cabbage.com

<ひまわりの会>

※ひまわりの会は、豊橋を中心に 2000年から

活動している国際ボランティア観光ガイド団

体で、主として地域在住外国人を対象にガイド

ツァーを企画実行しています。



Himawa里i'no'kai, an 血ternational volunteer 曾Uide 今roup based in ToyohaS11i, wi11 Conduct an

En宮lish 宮Uided tour to visit various S北es related to ex'elnpress J此o in Asuka eta(1ate 7th century)

OnAU牙Ust26加

The ex'empress visited Mikaw'a area just before her death. This tl'avel was recorded on

Shoku'Nihon宮i, the official history book, but the detail has not been known because of lack of

description on that book. on the other band, tbere has been many fork tales remained i11 t11is

Hi牙ashi・Mikawa re曾ion. we can expect that we may 6.nd a key to unveil m.ystery of Japanese

ancient history by exploling ancient sites related to h獣'travelin Mikawa

This tour is intended to visit solne places related to her travelfot Mikawa. You can 丘nd tbese tales

true by actualexploration

As these tales are 訊,eⅡ or宮anised,1'm sure it would appealto foTei曹n visitors as we11.

I W'i11 make a pre'presentation to help your understandin牙 f01' this bit complicated period. The

Presentation wi11 be at 14:00, August 25th (sat) at 1乱 meetin曾 room i11 Toyohashi 11)ternational

Association (Kaihatsu BirU 3F).

NOTES

※ Free ofchar牙e, butplease brin曾 Iunch withyou ifyou need.

※ Noinsurancecovera今e

※ No plan foremployingcharged attractions, which we wiⅡ neverowe.

Guide 乃Ur1力rsiteS究elaι'edt0五X'五m resS■i'to

Tour detail

Date and time:August 26th,2018 (sunday) 10:00

Destinations

1子、ik'umaJΣロノh 4g五τ、1力e/

R is said to be a place where Jito visited because waka poetry about her tぞip featured Hikumano.

nl0丑Ume丑toftempora1フPa蛮Ceof■i'to

Jito is said to be stay here temporarily fot a while.

10U7y rlbmple/

Amessen晉er 丘om the emperorissaid to be stay one ni套ht atthistemple.

Sa口血yoU7iイケ'emple/

Emperor Monmu, tbe 曾randson ofJito, ordered to constructthis veTy unique temp}e.

Shouraku・iロイケ'emple/

An aⅡe旦edly 部'avestone ofa son ofMonmu islocated in thistemple.

aagor0血onoluatsu

Apine tree which mi曾htbe related to emper01' Monmu

Depatture: Toyohashistation

TomoyukiozA斑(Tomo)

Uide則τ011Cabba 'e.com


