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①①①①    ２００４２００４２００４２００４年度学習会年度学習会年度学習会年度学習会がががが決決決決りましたりましたりましたりました    

   昨年１０月の学習会で予告致しましたように、２００４年も全７回の学習会を企画

しました。講師の方々との折衝も終了し、テーマ・内容・日時・会場が定まりました。

折り込みのチラシをご覧下さい。今年もきっとご満足の戴ける内容と確信しておりま

す。 

昨年度ご好評を頂いた学習会の延長線上から、鏑木清方に並ぶ金沢ゆかりの画家 

川合玉堂のお話、横浜開港前後の今に残る映像の数々、旧家に残る資料など金沢を軸

にした歴史テーマを選び ました。 また金沢を学ぶ新しい視点として、金沢を襲った

自然災害の歴史を学びます。例年に増して、県立金沢文庫の先生方のご講義は２講座

開催します。８月には金沢文庫を訪問し、企画展を見学します。分科会「寺社を巡る

会」に金沢と近郊の寺社探訪の企画・運営を全面的にお願いし、昨年の「伊能忠敬研

究会」同様、分科会活動成果をご披露戴きます。以上がテーマ選定の留意点・特徴と

して挙げられます。 

 

②②②②    総会総会総会総会開催開催開催開催ののののおおおお知知知知らせらせらせらせですですですです    

 第１回学習会では講演に先立ち、総会を開催します。重要なお知らせやご連絡など

を予定しています。折り込みのチラシで日時・場所をご確認の上、是非ご参加下さい。 

 

③③③③    金沢区生涯学習交流会金沢区生涯学習交流会金沢区生涯学習交流会金沢区生涯学習交流会 2004200420042004 フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム KANAZAWAKANAZAWAKANAZAWAKANAZAWA のごのごのごのご案内案内案内案内をしますをしますをしますをします    

金沢区内で生涯学習講座を企画運営するグループおよび特殊技能をもって登録さ

れた｢街の先生｣が一堂に会して、それぞれの講座や特技内容を発表し、さらなる改善

点をお互いに話合う広場である｢生涯学習交流会｣が３月６日（土）の午後から能見台

地区センターで開催されます。私たち“わ”の会をはじめ生涯学習講座９グループと

街の先生３９名が参加予定です。 

特に今年度は、実演・体験・説明・展示コーナーと共に、講座運営委員と街の先生

に加えて一般区民の方々にもご参加頂き、生涯学習を話合うフリートーキング広場

「情報交流の広場」が設けられます。梅の香の匂う一日を生涯学習を考える有意義な

一日になさってみませんか。   

なお、“わ”の会の展示・説明コーナーは体育館にあります。ぜひお立ち寄り下さ

い。詳しくは折り込みの区役所発行チラシをご覧願います。 

 

 ④④④④    創立創立創立創立５５５５周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介をしますをしますをしますをします    

   昨年１１月の学習会で大略ご説明致しましたが、当会設立５周年を記念して 私た

ちの記憶に残り、地域社会へ還元できる、そのような事業を運営委員会で 話合って参

りました。 

数あるご提案の中から現在予備検討を進めている事業は２件です。創設期から２０

０３年度末までの 5年間、全３５回の学習会、分科会、会報制作など、当会の目的：

「金沢の歴史」を 学ぶことを軸として豊かな生きがい作りを推進する（会則第１条）
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を体現してきました。小さいながらも私たちのこれまでの歴史をまとめる冊子『”わ”

の会 ５年の歩み』を編纂、発行する事業が１件です。私たちの地域「金沢」が有す

る数々のヒト・モノ・コトなど、地域を知るには欠かせない２０００～３０００のキ

ーワードを抽出し解り易い説明を加えた辞典・便覧を作成、その成果を 『INDEX金沢』

と呼称する形で発行する事業がもう１件です。  

 記念講演会のような単発的な行事に終らせることなく、後々まで活用できる、その

ような成果にしたいと考えています。特に後者の事業においては、会員皆さま方全員

にご協力をお願いしようと考えています。予備検討を進め、５月総会時には計画の全

容を紹介し、会員各位のご承認とご協力を得て、正式にスタートさせる予定です。 

    

⑤⑤⑤⑤    新新新新しいしいしいしい分科会分科会分科会分科会ががががスタースタースタースタートトトトしますしますしますします     

 ２００２年度に分科会制度が創設され、３つの分科会が発足しました。「伊能忠敬

研究会」は昨年１０月の学習会「伊能忠敬、金沢を歩く」での講演、そして１１月に

はオプションとして実地探訪の会を主催、それらをもって会を解散致しました。成果

の会員へのフィードバック、ご苦労さまでした。「寺社を巡る会」「古文書を読む会」

は毎月活動を進め、学習に励んでいます。 

 次に、新しい２つの分科会をご紹介します。１つは『ふれあいの道歩こう会』です。 

既に昨年１１月の学習会でご紹介し会員を募り活動を開始しております。（財）神奈

川県厚生福利振興会が作成した全長２００ｋｍに及ぶ「関東ふれあいの道」を歩き通

し、認定証と記念バッジをゲットしようという企画です。 

 もう１つは『懐かしき映画を観る会』です。私たちの青春時代、映画は人生の学校、

娯楽の最たるものでした。４０～５０年前に遡る時代から現代へ至る数々の東西の名

画をビデオ鑑賞しつつ、時代を振り返り、自分史を心にワープロに書き記す年代かと

考えます。佐藤 晃氏が発起人代表で、５月総会時に会員募集を行いますので、乞う

ご期待です。 

 

 

①①①①    第第第第６６６６回学習会回学習会回学習会回学習会「「「「伊能忠敬伊能忠敬伊能忠敬伊能忠敬、、、、金沢金沢金沢金沢をををを歩歩歩歩くくくく」」」」    

            講師講師講師講師：：：：分科会分科会分科会分科会「「「「伊能忠敬研究会伊能忠敬研究会伊能忠敬研究会伊能忠敬研究会」」」」 代表代表代表代表 岡本茂男岡本茂男岡本茂男岡本茂男 氏氏氏氏    出席者 ５９名(５８％) 

・古文書の解説は解かり易くて良かった。 

・よく研究されていて、報告が解かり易く、親しみを増した。年譜、日記、測量道具、

測量図いずれもが素晴らしい。良かった。  

・年譜が付いて忠敬の出自、彼の年代と時代の背景が良く理解できた。  

・測量の苦労･情熱に驚くと共に、測量技術のレベルの高さ、測量日記の綿密さに感

心した。   

・金沢の測量の実態を示す資料が見つからなくて残念。 
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②②②②    第第第第７７７７回学習会回学習会回学習会回学習会「「「「金沢八景金沢八景金沢八景金沢八景３００３００３００３００年年年年」」」」    

            講師講師講師講師：：：：金沢区金沢区金沢区金沢区のののの文学文学文学文学とととと歴史愛好歴史愛好歴史愛好歴史愛好会会会会    会長会長会長会長    楠山永雄楠山永雄楠山永雄楠山永雄    氏氏氏氏    出席者 ６８名(６６％) 

・スライドで視聴覚双方から理解でき、解かり易く楽しかった。良かった。 

・貴重な資料をスライドで見られ、金沢の今昔が良く解かった。 

・江戸時代から明治・大正にかけての金沢八景の観光ガイドを楽しむ。 

・金沢八景３００年の根源と歴史それに変遷をスライドで良く理解出来た。 

・旧海岸線と寺社の配置が面白く、富岡が超一流の別荘避暑地だった事を知る。 

 

 

～～～～分科会分科会分科会分科会「「「「寺社寺社寺社寺社をををを巡巡巡巡るるるる会会会会」」」」のののの定例定例定例定例行事行事行事行事にににに参加参加参加参加されてのごされてのごされてのごされてのご寄稿寄稿寄稿寄稿ですですですです～～～～ 

○○○○    鎌倉俳句寺社巡鎌倉俳句寺社巡鎌倉俳句寺社巡鎌倉俳句寺社巡りりりり    ((((そのそのそのその 2)2)2)2)                                                        北野北野北野北野    清市清市清市清市                              

  

    H15.09.04  晴れ時々曇り 

１０時鎌倉駅東口集合。午前中駅前の鎌倉生涯学習センターにおいて鎌倉シルバー

ボランティアガイド協会員による｢鎌倉仏教について｣講義がある。 

天気予報では関東地方は夏の高気圧と秋の高気圧の狭間に入り、曇りの予報であっ

たが、実際は秋晴れの湿度の低いカラッとした天気であった。 

兎も角要約すると、鎌倉仏教は、平安時代の最澄・空海に代表される加持祈祷仏教

から遁世僧、例えば法然・親鸞・一遍・日蓮などによる専修念仏の個人救済の民衆仏

教であるということである。 

 

 鎌倉は寺社多くして萩こみち  北野 清市（以下同じ）） 

鎌倉は「魑魅魍魎」の墓燈籠 

 

 先達（俳人）の当季雑詠 

 

  秋天の下に浪あり墳墓あり  高浜 虚子 

秋晴や鎌倉山をやゝ深く   高浜 虚子 

  鎌倉の寺々かこむ芒かな   前田 晋羅 

  鎌倉やいつもどこかに鉦叩  星野 立子 

  鎌倉や松の手入れを谷戸の音 草間 時彦 

  鈴虫や土手の向ふは相模灘  正岡 子規 

 

 午後は、２班にわかれ、鎌倉シルバーボランティアガイド協会員のガイドのもと、

今宮･鶴岡文庫･円応寺・建長寺の順に巡る。 

 

  今宮の怨霊しずめ法師蝉 

  かなかなや鶴岡文庫静もりぬ 

  閻魔王人にはやさし秋ざくら(円応寺) 

第 4 回 テーマ｢鎌倉仏教について｣ 
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        秋真昼｢天下禅林｣建長寺(建長寺 ３句) 

本尊のいわくこまごま女郎花 

千年の柏槙据えて秋の空  

 

 先達(俳人)当季雑詠 

 

山門というべく萩の嵐かな  石橋 秀野(円応寺) 

師に向ふ墓一つあり吾亦紅  宇佐美 魚目(建長寺) 

 

  

    Ｈ15.10.02 晴れ時々曇り 

 １０時北鎌倉駅集合。円覚寺･東慶寺・浄智寺(昼食)･明月院の順に２６人が２班に

わかれ、鎌倉シルバーボランティアガイド協会員のガイドのもとに訪れる。暑くもな

く寒くもない仲秋の絶好の探訪日和であった。 

 

  秋の蝶漱石の『門』くぐり抜け（円覚寺 ５句） 

  百段をどんぐり踏みて洪鐘へ 

  茶の花や時宗祀る開基廟 

  玉すだれ田中絹代の眠る墓 

  円覚寺石仏百体菊日和 

  来て見れば縁切り寺は秋さ中（東慶寺 ３句） 

  赤のままおいでおいでと東慶寺 

  青邨の筆塚めぐる尾花かな 

  寺男柿落としをり曇華殿（浄智寺 ２句） 

  浄智寺に三世仏や曼珠沙華 

  山深し明月院の秋の水(明月院 ２句) 

空に柿やぐらに十六羅漢かな 

    

 先達(俳人)の当季雑詠 

 

  冷やかな鐘をつきけり円覚寺   夏目 漱石 (円覚寺 ４句) 

  秋の空塔より高きものもなし   山下 金造 

  茶の花や居士の耳目の山の風   大谷 碧雲居 

  蟻が食ふ蛾がきらきらと円覚寺  加藤 楸邨 

  あをき実の梅も葉隠り縁切寺   石川 桂郎（東慶寺 ３句） 

  千通の去り状湿り紅うつぎ    野沢 節子 

  炉に火なく時計止れる一間あり  松本 たかし 

連翹は雪に明るき彼岸かな    渡辺 水巴 (浄智寺) 

山の芋掘りためてあり草紅葉   高浜 虚子（明月院 ２句） 

手にしたる赤のまんまを手向草  富安 風生         

第５回 テーマ「時頼、時宗の跡を訪ねる」 

注）挿絵は全て編集員が追加 
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○○○○    ２００４２００４２００４２００４年度年度年度年度のののの行事行事行事行事予定予定予定予定((((上上上上半期半期半期半期))))    
 

    寺社寺社寺社寺社をををを巡巡巡巡るるるる会会会会         古文書古文書古文書古文書をををを読読読読むむむむ会会会会  ふれあいのふれあいのふれあいのふれあいの道歩道歩道歩道歩こうこうこうこう会会会会 

 

 

２ 月 

３ 月 

3 月 4 日（木）１０時 

 集合 江ノ電 長谷駅 

 テーマ 大仏・長谷観音

の周辺 

 行動  長谷寺・光則寺 

 他を歩く        

２月１９日（木）１０時 

 幕藩関係文書、徳川３代 

 の文書・書状（第１回） 

３月１８日（木）１０時 

 同上（第２回） 

 いずれも於：金沢公民館 

 

２月２０日（金） 

 ②油壺・入江のみち 

３月１９日（金） 

 ③荒崎・潮騒のみち 

 

 

 

４ 月 

4 月 1 日（木）１０時 

 集合 杉本寺バス停 

 テーマ 観音巡礼街道

の名残 

 行動 田楽辻子・法性 

 寺･岩殿寺を歩く（山道 

 を歩く服装・弁当・水） 

 

４月１５日（木）１０時 

 幕末に於ける幕府と朝 

廷の攻防（第１回） 

 於：金沢公民館 

 

４月１６日（金） 

 ④佐島・大楠山のみち 

 

 

 

５ 月 

5 月 6 日（木）１０時 

 集合 鎌倉駅東口 

 テーマ 講義（近代鎌倉

の変遷） 

 行動 終了後一年間の

反省と懇親会 

 

５月２０日（木）１０時 

 同上（第２回） 

 於：金沢公民館 

 

５月２１日（金） 

 ⑤稲村ヶ崎・磯づたいの 

 みち   

 

６ 月 

７ 月 

 

 

企画中 

６月１７日（木）１０時 

 同上（第３回） 

７月１５日（木）１０時 

 同上（第４回） 

 いずれも於：金沢公民館 

６月１８日（金） 

 ⑥湘南海岸・砂浜のみち 

７月１６日（金） 

 ⑦大磯・高麗山のみち 

 

 

 

分科会 

の代表 

からの 

一 言 

約１年間の鎌倉寺社・史 

跡探訪で初めての武家政 

権が誕生した古都の歴史 

や文化に親しみを覚え、 

自然に本堂や仏像に手を 

合わせる事ができるよう 

になりました。私達は近 

日探訪２年目の第一歩を 

スタートします。 

会設立満２年になり会員の 

力も向上いたして居ります 

更なるレベルアップを目指 

し健闘中です。 

新年度に若干名の会員の募 

集を予定しております。 

ご連絡下さい。 

１月１６日①三浦・岩礁の 

みちよりスタート。毎月一 

回ずつ楽しく歩きたいと 

思います。会員数は定員 

オーバーですが、ビジター 

の参加は可能。参加希望者 

は事前に宮原（Tel 783- 

4539）または小俣 

（Tel 782-8147）まで。 

            

 

発行日 平成１６年２月 9 日 

発 行 金沢区生涯学習“わ”の会 

編編編編 集集集集 後後後後 記記記記 

多くの方々からの寄稿を厚く感謝 

致します。 

今回は会員の吟行寄稿、運営委員 

会から来年度の事業、学習会講座 

予定の背景・内容や各分科会の行 

事予定を掲載致しました。 

皆様方のご参加とご協力をよろし 

くお願い致します。 

編集責任者 小 岩 克 介 

 

〒236-0005 

横浜市金沢区並木 3-3-2-103 

Tel/Fax  045-783-0474 

    


