
交野古文化同好会 ４５年の歩み 関連年表 

昭和１６年 1941.01 ◎府規則・磐船峡 

昭和３４年 1959.09 ◎府規則・石造地蔵菩薩立像 

昭和４２年 1967.03 ◎清水谷古墳を発見 

昭和４３年 1968.03 ◎国特別・木造薬師如来坐像 

昭和４４年 1969.12 ◎神宮寺（宮ノ下）試掘調査 

昭和４６年 1971.11 ◎交野市誕生（人口３６．９５２人） 

昭和４７年 1972.05 ◎交野古文化同好会発足・初代会長 奥野平次 

〃 1972.06 ◎史跡石標の建立始まる（２５本） 

〃 1972.09 ◎交野小学校から倉治変電所に遺物を移した。 

〃 1972.12 ◎府立交野高校建設に伴い東車塚古墳の試掘始まる。 

〃 1972.12 ◎交野東車塚古墳調査（１次） 

昭和４８年 1973.01 ◎重要文化財 山添家住宅修理工事完了 

昭和４９年 1974.03 ◎神宮寺遺跡範囲確認調査 

〃 1974.04 ◎府立交野高校が開校 

〃 1974.07 ◎交野消防庁舎完成 

昭和５０年 1975.02 ◎人口５万人突破 

昭和５１年 1976.01 歩いて「伊勢まいり」 

〃 1976.04 交野市文化連盟設立、古文化同好会加盟 

〃 1976.05 ◎府道久御山線が開通 

昭和５２年 1977.11 第１回文化祭開催（１８加盟数） 

昭和５３年 1978.04 ◎交野市郷土史かるた刊行 

昭和５４年 1979.02 ◎北田家住宅重要文化財に指定 

昭和５５年 1980.03 ◎前期古墳群を発見（森古墳群） 

昭和５６年 1981.01 ◎交野八景決まる 

〃 1981.11 ◎ふるさと交野を歩く（山の巻）発行 

昭和５７年 1982.07 ◎「石鏃」Ｎｏ５０号発行 

昭和５８年 1983.04 ◎快慶作「阿弥陀如来立像」を蓮華寺で発見 

〃 1983.07 ◎交野市文化財保護条例を制定 

〃 1983.08 ◎ふるさと交野を歩く（里の巻）発行 

昭和６０年 1985.06 ◎国重文・木造阿弥陀如来立像 

〃 1985.11 文化連盟設立１０周年 

昭和６１年 1986.10 ◎ふるさと交野を歩く（神の巻）発行 

〃 1986.11 文化祭・郷土史かるた原画展 

昭和６２年 1987.06 ◎国重文・阿弥陀如来立像内納入品 

昭和６３年 1988.06 ◎「石鏃」Ｎｏ69号まで手書Ｎｏ70号からワープロ発行へ 

〃 1988.07 ◎交野東車塚古墳調査（２次） 

平成元年 1989.05 ◎ふるさと交野を歩く（ひろい話）発行 

平成２年 1990.04 ◎交野市郷土史かるた（再版） 

〃 1990.06 ◎市条例・木造十一面観音立像 



〃 1990.06 ◎市条例・木造薬師如来立像 

〃 1990.06 ◎市条例・木造千体仏 

平成３年 1991.03 ◎府条例・交野東車塚古墳出土品 

〃 1991.03 ◎府条例・交野東車塚古墳 

〃 1991.11 ◎ふるさと交野を歩く（ひろい話２）発行 

平成４年 1992.08 ◎市条例・木造聖観音立像 

〃 1992.08 ◎市条例・木造如意輪観音坐像 

平成５年 1993.10 ◎ふるさと交野を歩く（ひろい話３）発行 

〃 1993.11 文化祭・徳川家康遺品展 

平成６年 1994.05 ◎市の人口が７万人を超える 

平成７年 1995.07 ◎鍋塚古墳第１次発掘調査 

〃 1995.08 ◎「石鏃」Ｎｏ１００号発行 

〃 1995.11 文化連盟設立２０周年 

平成１０年 1998.07 ◎「石鏃」Ｎｏ１０８号まで奥野氏発行 

〃 1998.11 ◎交野東車塚古墳調査（３次） 

平成１１年 1999.03 ◎奥野平次会長死去（享年８８歳） 

〃 1999.04 ◎新会長・平田政信氏 

平成１２年 2000.01 ◎第２０回郷土史かるた大会開催 

〃 2000.03 ◎「石鏃」Ｎｏ１０９号から平田政信氏発行 

〃 2000.04 ◎市条例・倉治古墳群出土品 

〃 2000.04 ◎市条例・獅子窟寺出土梵字光明真言刻銘瓦質土器 

〃 2000.04 ◎会費１０００円→２０００円に 

〃 2000.04 ◎第１回「交野自然ふれあいウォーク」に参加 

〃 2000.05 ◎森遺跡発掘調査現地説明会 

〃 2000.09 ◎第１回サタデーウォーク開催 

〃 2000.11 文化祭・会員が見た２０００年の「かたの１００選」展 

〃 2000.12 ◎鍋塚古墳第２次発掘調査 

〃 2000.12 ◎歴史ウォーク（交野から大阪城まで） 

平成１３年 2001.01 新春恒例初歩き（私部地区） 

〃 2001.04 ◎会長・平田→新会長・井戸桂二氏 

〃 
2001.11 

◎交野市制 30周年記念式典 中光司・立花昇両氏が 

「市制功労賞」を受賞 

〃 2001.12 ◎三世代交流「しめ縄作り」 

平成１４年 2002.01 新春恒例初歩き（私市地区） 

〃 2002.02 ◎市内石仏全数調査開始（中角・村田・平田） 

〃 2002.05 ◎交野古文化同好会発足３０周年 

〃 2002.05 ◎第１回「月例・勉強会」の開催 

〃 2002.06 ◎京都東山山麓・「松下幸之助・真々庵」を訪ねる 

〃 2002.06 ◎村田義朗氏のネット「星のまち交野」読売新聞に掲載 

〃 2002.09 ◎市条例・廃岩倉開元寺石仏群 

〃 2002.09 ◎交野古文化同好会発足３０周年記念講演会・水野正好氏 

〃 2002.11 文化祭・「石は語る」石仏写真展 



平成１５年 2003.01 ◎国登録・山野家住宅 

〃 2003.01 ◎国登録・天野川砂防堰堤 

〃 2003.01 ◎国登録・尺治川砂防堰堤 

〃 2003.01 ◎国登録・尺治川床固工 

〃 2003.01 新春恒例初歩き（倉治地区） 

〃 2003.05 ◎廃小松寺、北の小門付近礎石発見（毛利氏） 

〃 2003.07 ◎第５０回歴史健康ウォーク 

平成１６年 2004.01 新春恒例初歩き（枚方地区） 

〃 2004.11 文化祭・ふるさと交野を歩くシリーズ 

平成１７年 2005.01 新春恒例初歩き（国見山～交野山） 

〃 2005.04 ◎会長・井戸氏→新会長・中光司氏 

〃 2005.10 ◎星田山奥にある砂防用「土塁の堰堤」の調査報告書 

平成１８年 2006.01 新春恒例初歩き（かいがけの道） 

〃 2006.09 ◎市条例・星田村地詰帳 

〃 2006.09 ◎市条例・星田村絵図 

平成１９年 2007.01 新春恒例初歩き（東高野街道） 

〃 2007.11 ◎市条例・木造阿弥陀如来立像 

〃 2007.11 ◎市条例・廃岩倉開元寺出土懸仏 

〃 2007.11 ◎市条例・紙本著色石清水八幡宮放生会絵巻 

〃 2007.11 文化祭・古道歩くシリーズ 

〃 2007.12 ◎国登録・交野市立教育文化会館 

平成２０年 2008.01 ◎倉治・光明院にて法印実傳の位牌発見（中角氏） 

〃 2008.01 新春恒例初歩き（獅子窟寺） 

〃 2008.10 ◎交野市郷土史かるた（復刻版） 

平成２１年 2009.01 新春恒例初歩き（妙見山） 

〃 2009.12 ◎第１００回歴史健康ウォーク 

平成２２年 2010.01 新春恒例初歩き（交野山） 

〃 2010.03 ◎第二京阪国道開通 

〃 2010.09 ◎「石鏃」Ｎｏ１５０号発行 

〃 2010.11 文化祭・郷土史かるたを歩く 

平成２３年 2011.01 新春恒例初歩き（第二京阪国道巡り） 

〃 2011.03 ◎「石鏃」Ｎｏ１５１号まで平田政信氏発行 

〃 2011.09 ◎「石鏃」Ｎｏ１５２号から広報部（伊東征八郎氏）発行 

平成２４年 2012.05 ◎交野古文化同好会４０周年を迎え「記念行事」を開催 

平成２５年 2013.09 ◎中 光司会長死去(６９歳) 

平成２６年 2014.03 ◎「石鏃」Ｎｏ１５７号 以降カラー版で発行 

〃 2014.04 ◎立花 昇新会長に選出される 会則の一部改正 

平成２７年 2015.03 ◎交野“彩”発見 「交野の祭り」石鏃特別号発行 

平成２８年 2016.03 ◎「石鏃」１６１号発行 

平成２９年 2017.09 ◎「石鏃」１６４号発行 

 


