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ガイドツアー 「文武天皇・続日本紀ゆかりの地を巡る」開催! 

続日本紀の最初を飾る文武天皇の東三河ゆかりの地などを外国人と一緒にたどります 

 

9月 15日(日)に、国際交流ボランティアガイドグループ・ひまわりの会は、文武天皇、そしてその記

録のもとになった続日本紀の世界に関する地を巡るガイドツアーを開催いたします。 

このツアーは、東三河地域に多く残る、文武天皇に関わる場所をたどりながら、あまり明らかになっ

ていないこの地域の古代史について考えてみるというものです。文武天皇は、続日本紀の最初を飾る天

皇で、それほど知られていませんが、短期間に大宝律令をはじめとした大きな業績を成し遂げた、若き

名君であったともいえます。彼は東三河の多くの伝承で語られており、特にそのご病気の平癒に関して

は、東三河地域の寺社が大きな役割を果たしたと考えられます。 

今回は、この文武天皇の伝承が残る地を巡り、最後にその文武天皇が切り開いた奈良時代の雰囲気を

味わうことのできる天平ロマンの夕べのイベントをご案内するツアーを開催いたします。あまり注目さ

れないこの地域の豊かな古代史に触れてみようというツアーです。郷土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。 

 

日時、場所：2018年 9月 15日 豊橋駅集合 10:00出発予定 

参加無料、昼食は各自ご準備ください。 

訪問予定地：砥鹿神社、国分尼寺跡史跡公園他 

 

なお別途このツアーについての事前プレゼンテーションを行います。 

 9月 8日  14:00より国分尼寺跡史跡公園 三河天平の里資料館(豊川市八幡町忍地 127-1)にて 

 9月 12日 18:00より豊川プリオ(豊川市諏訪 3丁目 300番地)4階講義室にて(英語) 

 

＜注意事項＞ 

※自発的活動ですので、参加中の事故等への保障は一切ご

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。 

＜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

ツアーを企画実行しています。 

 

＜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：t-ozaki@lionra.cher-ish.net 

 

 



Guide Tour for Sites Related to Emperor Monmu 
 

Himawari-no-kai, an international volunteer guide group based in Toyohashi, will conduct an 

English guided tour to visit various sites related to Emperor Monmu in early 8th century on 

September 15th.  

This tour aims to rediscover local history which is not emerged so much. Local tradition leaves 

many signs of Emperor Monmu, who accomplished some remarkable achievements in his short 

period rule. His tradition in Higashi-Mikawa region is mainly about his illness and recovery. It 

indicates that temples and shrines in this region played very important role for his recovery. 

This time, we will take you around spots relating the Emperor Monmu including Toga Shrine,. After 

that, we will join the Tenpyo Romantic Evening event in the Kokubunniji Park. This event features 

Tenpyo era in Nara period, which base was arranged by the Emperor Monmu. It is a very unique 

event as there are not so much events featuring Nara period all over Japan.  

You may find new view for Japanese history from this tour, as this region keeps quite a few hints on 

ancient history of Japan. It must be an exciting experience. We are waiting for your participation! 

 

NOTES 

※ Free of charge, but please bring lunch with you if you need. 

※ No insurance coverage 

※ No plan for employing charged attractions, which we will never owe. 

 

Tour detail 

Date and time: August 15th, 2018 (Saturday) 10:00-20:00 Departure: Toyohashi station 

 

We will make a presentation about this tour on September 8th at Tenpyo no Sato Siryoukan in 

Toyokawa (127-1, Noji, Yawatacho) from 14:00. 

English presentation will also be held on September 12th at PRIO in Toyokawa (3-300, Suwa) 18:00 

 

Destinations 
 

Toga Jinja（Shrine） 
Mikawa’s highest ranked shrine. The founder is said to be a messenger of the emperor to call hermit 
who can cure him. 
 
 

Kokubunniji Park 
A park of partly reconstructed ancient temple for nuns. 
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