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“わ”の会マークについて
マークについて
“わ
わ”とは、
◆ 平和・和気あいあいの“和
和”
◆ お話・会話・対話の“話
話”
◆ 古い時代、日本国の呼称であった“倭
倭”
◆ 人間と人間を繋ぐ“輪
輪”
◆ 感動詞の“わ
わっ！”
を表現する文字で、本会の性格を示す。
制定：2002 年 5 月
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2005 年 6 月までの予定
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顧問退任にあたって
顧問退任にあたって

元顧問 鹿島

保

人間、生れ落ちる時に、天からの寿命とエネ

たり、学校の総合学習で、鳥の勉強の手伝いを

ルギーが、一人ひとりに授けられると言われて

したりして、自分の好きなことにも、生きがい

います。命果てる時、エネルギーも使い果たす

の場が拡がりました。
テレビで聞いた話ですが、22 歳から 60 歳ま

のを天寿を全うした、と云えましょう。
私は 65 歳までは、会社の仕事を通じて、社

で、所定労働時間で働いたとすると、11 万時間

会のために懸命に働き、その後 2 年間はお礼奉

で、60 歳からの平均余命までの時間が、睡眠時

公をし、退職後 3 年間は勝手気ままに送り、70

間を除いて、やはり 11 万時間だそうで、会社

歳で親より 1 年長生き出来れば本望だと、ただ

で遮二無二働いたと同じ時間が、定年後にも残

漫然と考えていました。

されているそうです。

予定通り、67 歳で会社の傘下を離れ、これか

我々会社人間は、老後に、この時間を如何に

ら自分の思うがままの、時間が使える喜びに浸

有効に使うかが、豊かな人生を全うできるか否

る間も無く、愕然と感じたことは、これまでに、

かに懸かっています。私にとって、その場は、

わが土地の空気を吸ってきた、その量の少なさ、

“わ”の会がきっかけでした。私はここで顧問

であります。その分だけ、地域への貢献度や係

を辞めますが、引続き一会員として、恩になっ

わり合いは深いが、土地(郷土)の知識の浅さで

たこの会を守り・励まして行きたいと思ってい

した。

ます。
更めて、“わ”の会会員の皆様のご指導･ご協

自分でライフワークだと思っていた鳥見（野

力に深く感謝します。

鳥観察）も所詮は、中年から始めた付焼刃、た

この会で芽生え、自信がもてた分野で、残り

ちまちメッキが剥がれ、初心の情熱は失われて

少ないエネルギーを燃やし続けたいと思いつつ、

しまいました。

ペンを置きます。

そんな矢先、目に付いたのが、金沢の歴史を
学ぶ、金沢区生涯学習“わ”の会の会員募集で
した。歴史に興味があり、土地のことも知りた
い想いで入会しました。
会員の皆さんとの交流の中、新知識も学び、
わが人生の再生の道が開けました。2 年目から
は運営委員にもなり、3 年目の富岡探訪の資料
作りに多くのエネルギーを費やしたことや、多
くの講師の先生方と面識が出来ました。
その活動に自信を深め、それがきっかけで、
自分の好きな鳥見の分野でも飛躍が図れました。
それは、鳥の世界から自然の大切さを体感して
もらおうということです。
主に子供相手の探鳥会の企画や運営に関わっ
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2005 年度学習会の
年度学習会の予定が
予定が確定
講師の先生方との打合せや会場予約が終了

行います。今回の探訪は運営委員等で構成する

し、2005 年度学習会の予定が確定しました。日

探訪実行委員会を設け、具体的な企画と準備を

時・会場・テーマ・内容を一覧表にまとめて右

行い、中世
中世の
中世の平潟湾にご案内します。
平潟湾

図のチラシ「わが
わが街
わが 街 かなざわの歴史
かなざわの 歴史を
歴史 を 訪 ねて

５） 金沢を
金沢を学ぶ新しい視点
しい視点として、陸上から海
視点

Ⅶ」を発行しました。詳しくはチラシまたは“わ”

岸に目を移し、県水産総合研究所の工藤孝浩先

の会ホームページをご覧下さい。

生から金沢
金沢の
月)。
金沢の海の変遷を学びます(11
変遷

2005 年度学習会の
年度学習会の特徴
１） 金沢の地にゆかりが深く、新しい紙幣に登
場の野口英世をトップテーマに設定しました。
おなじみの楠山永雄先生に講師をお願いし、映
像(スライド）による野口英世
野口英世と
野口英世と金沢を学びます
金沢
(5 月)。
２） 歴史資料に基づいた探求として、町民
町民お
町民およ
び 武家に
武家 に 残 された古文書
された 古文書から
古文書 から江戸時代
から 江戸時代の
江戸時代 の 暮 ら
しや世相
月)
しや世相を
世相を学習する講座を西川武臣先生(6
学習
と斉藤

司先生(7 月)にお願いしました。

３） 企画展に合わせて金沢文庫を訪問し、古地
古地
図 や 古絵図の
古絵図 の 学習と展示品
学習 展示品の
展示品 の 見学をします(８
見学
月)。
４） 2005 年度は中世
中世の
中世の六浦に
六浦に注目します。鎌
注目
倉幕府の外港であった六浦について、この分野
にご造詣の深い盛本昌宏先生から講義を頂く学
学
習会(9
探訪(10
月)を
習会 月)と史跡を実地に訪ねる探訪
探訪

総会開催(2005.5.14(
総会開催(2005.5.14(土
(2005.5.14(土) 第 1 回学習会の
回学習会の日)のお知
のお知らせ
2005 年度の最初に会員の皆様にお集まり

お楽しみの学習会が後に控えております

頂く第１回学習会ではお待ちかねの学習会に

ので、総会は定刻に始めたいと思います。そ

先だって、例年のとおりに総会を開催致しま

のため、当日は受付を早めに(9:10～9:25)済

能見台地区センター)。総会では

ませて頂けますようにお願い申し上げます。

す(9：30～

重要なお知らせやご連絡を予定しております。
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会員募集（
会員募集（継続会員の
継続会員の手続き
手続き状況と
状況と新規会員募集）
新規会員募集）
会員の皆様で、2005 年度会員継続の手続きを
済まされた方は 94 名、皆様のご紹介で新規に
入会を希望され手続きを済まされた方が 6 名で、
合計は 100 名になっております(1 月末現在）。
継続およびご紹介による募集は 2 月 15 日で終
了とします。
2005 年度の会員数は 110 名を予定しており、

2 月 16 日から不足の 10 名程度の新規会員の公
募を開始します。公募の要領は上記のチラシ｢わ
が街かなざわの歴史を訪ねて Ⅶ」に記載の通り
です。ホームページにも公募の案内を掲載しま
す。その結果、応募多数の場合は抽選とします。
応募の進捗状況によっては後に述べる｢フォー
ラム KANAZAWA｣の会場でも募集を行います。

会報・
会報・ホームページ等
ホームページ等に関するアンケート
するアンケートの
アンケートの結果
昨年 11 月の第 7 回学習会において 5 周年記
念誌・会報 11 号の配布、会計中間報告、開設
ホームページのデモストレーションを行い、
2004 年度の主な活動の成果を会員の皆様にお
届け・ご報告を致しました。第 7 回学習会は
2004 年度の最終学習会で、会員全員対象の行事
は新年度まで休止となりますので、いつものア
ンケートに加えて会報、ホームページ、学習会、
5 周年記念誌、分科会などについてのアンケー
トもお願い致しました。

・毎回素晴らしいものを楽しみにしています
・編集がよく、興味深く読んでいる
・面白い記事が多い
・楽しく読んでいる。特に会員寄稿は読み応
えある
・学習会内容・参加者感想が要領よくまとめ
られている(２)
・｢分科会からのお知らせ｣が参考になる
(b) ホームページの
ホームページの感想
見た：15 名
まだ見
まだ見ていない：
ていない：28 名
・たいへんよく出来ている(３)
・益々楽しみが増える
・素晴らしい
・立派で感心
・見易い
・文字配置も美しく、まとめもうまく、明解
・当会の活動状況が要領よくまとめられてい
る。感謝(２)
・分科会活動がよく解り、参考になる(２)
・要を得た情報欄。よく見ています
・有効に活用したい
・メンテナンスをよろしくお願いします
・未だ見て無かったがデモを見て感心。帰宅
して早く見よう

アンケートの
アンケートの結果
会員各位から下記のご意見・ご感想を頂戴致
しました。
なお、学習会出席者(運営委員を除く)：66 人、
アンケート回答者：43 人、回答率：65.2％ で
した。以下において、( )内は同じご意見・ご
感想の人数です。
(a) 会報について
会報について感想
について感想と
感想と希望
・編集委員のご苦労に感謝(５)
・当会のレベルの高さが伝わる
・高尚な論文。ご立派です
・さすが“わ”の会。優秀な方が多く、感心
・結構な出来映えで拝読が楽しみ
・解り易く、よくまとまっている
・幅広い内容で、興味深い
・よくできている(５)
・見易く詳細に書かれ、大変結構。感服(３)
・イメージチェンジはよい(特に写真・イラス
ト入り)
・リニューアルされました。ご苦労さま
・カラーを随所に載せると見栄えがよいが

（c）
）2004 年度学習会、
年度学習会、5 周年記念誌
周年記念誌、
分科会活動など
分科会活動などへ
などへの意見
・漁業や海上交通など海に関する講座が無い
・明治以降軍国化が進展し、その中心横須賀
に隣接する金沢も軍と深い関わりがあっ
たと思う。軍国化と金沢の関係
・環境問題、災害(風水害など)の歴史もテー
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マに
・次年度も同じような講座を設定して戴けれ
ば幸い
・年７回を、もっと回数増加出来ないか
・毎回出席という訳にはいかないが、学習会
が楽しみである
・今年度から参加。楽しい１年だった。来年
も参加したい
・学習会は内容が充実していて大変よかった

結果に
結果に対して運営委員会
して運営委員会から
運営委員会から
アンケートの結果から学習会、会報、ホーム
ページ等、2004 年の活動に対して会員の皆様か
らほぼ満足の評価を頂いていることが確認でき、
各担当者一同、ひとまず肩の荷を降ろしてホッ
トしておりおます。
励ましや貴重なご意見も頂いておりますので、
今後の運営に反映できるように努力と工夫を進
めてまいります。

フォーラム KANAZAWA(3
KANAZAWA(3/12(土
12(土))のご案内
のご案内
― “わ”の会も展示に
展示に参加 ―
～学習グループ
学習グループや
グループや先生を
先生を
行のチラシ｢生涯学習交流会 2005 フォーラム
KANAZAWA｣または金沢区のホームページ
http://www.city.yokohama.jp/me/kanazawa/
12kurashi/10_1_4.html をご覧下さい。

お探しの方
しの方は是非ご
是非ご来場を
来場を～
今年の｢フォーラム KANAZAWA｣は 3 月 12
日(土
土）に昨年と同様に能見台地区センターで開
催されます。“わ”の会をはじめ７つの生涯学
生涯学
習グループと
街の先生が参加し、それ
グループ 39 名の街
先生
ぞれの講座や教室の様子を広く区民の方々に発
表(実演
実演・
“わ”の会
実演・体験・
体験・説明・
説明・展示)します。
展示
の展示コーナーは昨年と同じで展示会場(体育
館)の入口付近です。

なお、｢フォーラム KANAZAWA｣での発表者
は金沢区の認定を受けた「生涯学習グループ」
と｢街の先生｣です。
また、
“わ”の会は実行委員会の一員として「フ
ォーラム KANAZAWA」の企画や全体の進行に
も参画しています。

～学習グループ
学習グループや
グループや教室の
教室の設立･
設立･運営に
運営に関心を
関心を
お持ちの方
ちの方も是非ご
是非ご来場・
来場・ご参加を
参加を～
学習グループ・街の先生・区民の方々に参加
を頂き、学習グループと街の先生と連携のあり
方を話合う「
「情報交流の
情報交流のひろば」
ひろば」も設けられま
す。

詳 細 情 報
発表・情報交流ひろばの開催場所・時間など
の詳細は添付しましたフォーラム実行委員会発

ホームページ委員募集
ホームページ委員募集の
委員募集の結果
第 7 回学習会において、新しく開設したホー
ムページとその担当委員のご紹介、ホームペー
ジ検討委員会の解散と新たにホームページの維
持・運営にたずさわるホームページ委員の募集
をアナウンスしました。
期待に反し、残念ながら会員の皆様からの応

募は無しでした。そのため、ホームページ委員
には、ホームページ検討委員の皆様の中からの
み就任して頂くことになりました。
結果はともかく、委員会の門戸はいつも開い
ております。ホームページに興味をお持ちの方
はいつからでもご参加下さい。
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学習会の
学習会の感想（
感想（アンケート結果
アンケート結果）
結果）
第７回学習会 ｢横浜･
横浜･金沢の
金沢の旧家に
旧家に残る文書｣
文書｣
講師：横浜開港資料館調査研究員

西川

武臣

・ 大変良かった、良
かったが 95%。
・ 古文書に興味は
無かったが、資料が
適切で、説明はよく
理解できた。
・ 幕末、明治期の様
子が日記、手紙を通
じて良く解った。

氏

出席者：76 名

（70%）

・ 日記を通して、具体的に歴史書に書かれてい
る史実が検証できる。
・ 旧家に残る日記から庶民の暮らし方、考え方
が推測でき、郷土の歩みを知ることができた。
・ 先人の歩みを日記で興味深く拝聴し、読解す
る面白さを垣間見る思いがした。
・ 当時の教員生活が、同業なので興味を持った。
布川日記を引き続き講義して戴きたい。

「INDEX 金沢」
金沢」編集みちなかば
編集みちなかば
「INDEX 金沢」は、会報 11 号でお知らせ
しましたように、半年強をかけて抽出した約
1800 項目について、項目ごとに説明文を書き
入れる作業を昨年 10 月より始め、既に 600
項目 (約３分の１) について一応の目途がつ
きました。これは６名の編集委員が分担し、
打ち合わせを行いながら書き込みを行った成
果です。
しかしながら、十分に統一されたものには
なっておらず、説明文の長短、金沢との関わ
りが確かでないものや、今後の編集で調整の
必要なものが多くありました。また、参考文
献との関係で著作権問題もあり、これからク
リアしなければならない問題も多々あります。
更に説明文が未記入のものや、不足のものが
２割ほどあり、完成までの困難さを感じてい
ます。
これらの問題点を解消し完全なものとする
ために、編集会議を開き、一定水準にレベル
を合わせること、未記入の項目を埋めるため
更なる智恵を出し合い、中途半端に妥協する
ことなく確かなものにするよう書き直しを行
っていくことを定め、実行してゆきます。こ
の事で、６月を目途に説明文書き込み作業を
6

委員長 岡本 茂男

進めている残り 1200 項目についてもしっか
りした指針が出せると思っております。
今後の
今後の半年間の
半年間の予定
① 500 項目を目途に追加項目を抽出する
② ５月の総会で皆様にアンケートをお願
いし、会員全員参加で作るという大前
提に向け
(1)項目説明書き込み (2)校正
(3)年表作成
などの各パートに７月頃からご参加い
ただき、各作業を分担して進めていく。
③これと併行して、先行している 1800 項
目の推敲を重ね確かなものにすると共
に不明な項目の書き込みのための調査
を丁寧に行い疎漏齟齬の無いようにし
ていく。
重ねてお願い致しますが「INDEX 金沢」
は全員参加で金沢の歴史を勉強し、今後の郷
土研究に資することを目的としております。
会員各位の格別のご協力をお願いする次第で
す。

ふれあいの道歩
ふれあいの道歩こう
道歩こう会
こう会

代表 宮原 宏至

昨年 1 月にスタートした「ふれあいの道歩こ

当番は 2～3 人ずつで順番に務めますが、案

う会」は毎月１回ずつ実施し、12 月までに 12

内標識が完備しておるとは言え、下見は欠かせ

回となりました。当初 10～15 人程度で計画し

ません。1 度ならず 3 度も下見をされた方もお

ましたが、現在会員 21 人、ビジター登録 10 人、

られ、大変感謝しております。

合計 31 人（男女半々）で和気藹々と歩いてお

毎回当番を中心に最寄り駅周辺で「反省会」

ります。

を行い、一段と盛り上がります。この会場確保

外歩きですから、晴天ばかりとは限らず、山

も当番の大事な任務の一つです（3 時頃ですと

で雨に降られたり、海岸で飛砂をかぶったり、

営業中のお店は意外と少ない）。

いろいろありましたが、仏果山頂での 360 度の

今年は丹沢から多摩に向かいますので、平地

展望のすばらしさ、三浦岩礁の奇岩等は大変印

よりも山が多く、一層｢山登り｣の色彩が強くな

象的でした。

ってまいります。装備等も再点検し、今まで以
上に安全に気をつけて歩きたいと思っておりま

分科会発案者の私自身山登りの経験が少ない
うえに、メンバーの大半がはじめて又は 20～30

す。

年ぶりですので、テレビ・本などで勉強しなが
ら歩いており、綱渡りの連続です。時々全く予
想もしてないハプニングがおこりますが、皆で
知恵を出し合い解決しております。
外歩きで一番気になるのは雨ですが、12 回の
内で降られたのが 11 月のみと天気には大変恵
まれました。それでも前日までの見通しでは当
番をはじめ参加者全員が気をもむこともありま
す。

懐かしの映画
かしの映画を
映画を観る会
発足して
発足して８
して８カ月

代表 佐藤

晃

発足時では 21 名だった会員も１月末には 38 名

昨年の 6 月 1 日に第１回の鑑賞会としてオー

という大所帯になりました。この間鑑賞した映

ドリー・ヘップバーンの「ローマの休日」でス

画は、外国映画 15 本、日本映画 8 本で、毎月第

タートしてから今年の１月で８カ月経ちました。

2、第 4 月曜日の午後に金沢地区センターまたは
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能見台地区センターで楽しんでおります。しか

から教わりました。現在と違い情報伝達の手段

も、発足時には思いもよらなかったプロジェク

が少なかった当時、映画は教養を高め、人生の

ターを区役所のご好意で利用することができ、

機微を教えてくれる学校でした。悩みながら人

映画館とまではいかなくてもそれに近いスクリ

生を生き抜く主人公に共感を覚え応援し、挫折

ーンで鑑賞できますので、当会は一層盛り上が

する主人公に共に涙を流したものです。当時観

っております。

た映画の一つひとつが、観た時の環境と重なっ
て何十年ぶりに再会した時、新たな感慨がわい

映画はみんなで
映画はみんなで観
はみんなで観るのが楽
るのが楽しい

てきます。毎回 20～30 人の会員が鑑賞していま

私たちの青春時代、映画は映画館で観ていま

すが、おそらくそれぞれの会員が往時を思い起

した。満席の映画館で暗闇に座ってじっとスク

こしながらその時代をタイムスリップしている

リーンをみつめ、おかしな場面では一斉に声を

ものと思っております。

出して笑う。悲しいシーンではハンカチーフを
取り出して目を拭う。観客は共に泣き、共に笑

名画があなたを
名画があなたを待
があなたを待っている

ったものでした。当会の鑑賞会では「ＥＮＤ」

昨年 6 月、当会の発足時に会員の投票により

マークが出ると一斉に拍手が起きます。それぞ

翌年の 3 月までの鑑賞作品を決めましたが、3

れが、それぞれの思いで拍手をしているのです。

月末の「ウエストサイド物語」で初年度は終了

会員の一人は「借りてきたビデオを深夜一人で

し、4 月から新しいラインアップで鑑賞会を開

観るのと違ってみんなと観るのが楽しい。会に

きます。現在、会員の投票により 2006 年 3 月ま

入ってよかった」と喜んでくれました。
「二十四

で鑑賞する映画を選定中で、2 月中には決める

の瞳」の時は、あちらこちらで鼻水をすする音

予定です。

がしていました。笑う時には大声で笑う。こう

1950～60 年代には実に多くの名画が誕生し

いう時は会員の心が一つになったような気がし

ました。月に金沢地区センターで２本、時折、

ます。

能見台地区センターでＤＶＤを主にした映画を
鑑賞しても、１年間に鑑賞できる映画の数はせ

1950～
～60 年代は
年代は名画の
名画の宝庫

いぜい 30 本前後です。わたしの手持ちのビデ

当会が取り上げる映画の大半は「懐かしの映

オ・ＤＶＤだけでもあと 5 年以上は鑑賞できる

画」で、大体 1950～60 年代に日本で公開された

と思っています。

作品です。日本で映画が一番多くの人に観られ

現在では、まだ映画を観て、終わって解散と

たのは 1958 年で、実に 11 億 3 千万人が映画館

いう状態が続いていますが、いずれは青春時代

に足を運んでおります。ちなみに 2003 年では僅

を思い出しながら映画を語り合えれば、より楽

かに 1 億 6300 万人で当時の 10 分の 1 に減少し

しい会になると思っています。

ています。1950～60 年代は東西の名画が、百花
繚乱のようにわが国のスクリーンを飾っていま
した。黒澤明の名作はほとんどこの時期に集中
していますし、アメリカ映画、フランス映画の
名画もこの時期に多く公開されております。
わたしは若い頃、実にさまざまなことを映画
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左と右の話

佐藤 栄一

話の発端は、過日の「寺社を巡る会」で称名

座って膳を見ると天婦羅を載せる皿の敷紙が左

寺を訪れたときのこと。“わ”の会会員の N 氏

前に折ってある。いずれの店も最初は気になっ

と雛祭りの女雛・男雛の飾り方に話が及んだ。

て、こんな風にしたらどうかと提案したのだが、

それ以来、物事の左と右に気を付けてきた。な

今では各々の店のやり方があるのだと思って、

にか物理学者の寺田寅彦先生が出てきそうな話

黙って食べている。

ではあるが、お聞き下さい。

横浜駅の地下にある関西料理屋もよく行く顔

称名寺の仁王さんは、向かって右が阿形、左

馴染みの店であるが、店の人は全員着物を着て

が吽形になっている。そういえば阿は物事の始

いる。支払窓口で店の人に着物の左前の話を切

まり、吽は物事の終りを意味する。
「あ」で始ま

り出すと、その人は「左前に着ている」と言う。

って「ん」で終るわけである。

これは自分からみた着方で「本位呼称」という。

この左と右については祓についてもでてくる。

私から見た見方は｢対面呼称｣という。左か右か

瀬戸神社では、6 月 30 日に夏越の祓が、12 月

を言うときには向かって左か右かを言わなけれ

31 日に年越の祓が行われる。昨年の 12 月 31

ば間違い易い。

日は 1 年間お世話になった古神札などのお焚き

鶴岡八幡宮におまいりする時は、拝殿に向か

あげに瀬戸神社へおまいりした。雨が激しく降

って左側に手洗舎があり、そこで清めてからお

っていたが茅の輪をくぐった。茅の輪のまえで

まいりする。私の稽古している茶道のほうでも

気を静めて、左足から左、右、左とくぐり、拝

茶室に入る前につくばいの前にかがみ、柄杓で

殿に向い 2 礼 2 拍手 1 礼を行った。京都の伏見

水をくんで左手、右手と清める。そのあと左手

稲荷大社での夏越の祓では、紙でできた「ひと

にそそいだ水で口を清めることをする。

がた」を用いる。
「ひとがた」に生年月日と姓名

左と右の話は、左と右の筆順が異なるように、

を書いて、その「ひとがた」で自分の体の頭の

とても理解しにくい問題である。私は右利きで

先からつま先にかけて左、右、左となでる。な

すが、左利きの方は、物事が何故左から始まる

で終ったら「ひとがた」に息を 3 度吹きかけて

のか、どのように思われますか。

厄を払うことをする。
所用があって新橋へ行くと必ず立ち寄る天婦
羅屋がある。この店はふわっとしたかき揚げ丼
が名物である。韓国の釜山で開業した店である
が、カウンター前の膳には決まって左側に味噌
汁、右側にご飯が置かれる。天婦羅屋といえば
東急大井町線の上野毛駅から五島美術館へ行く
国道ぎわの店にも時々顔を出す。カウンターに
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ロシアより
ロシアより愛
より愛を込めて「
めて「スパシーヴァ
スパシーヴァ♪♪
ヴァ♪♪」
♪♪」

吉田 雅子

成田を飛び立っておよそ 6 時間余りでアジア

行事が優先される。演目や時間も予告なしに変

とヨーロッパを分けるウラル山脈にさしかかる。

更・・・驚くのは日本人だけでみんな悠然とし

日本列島にも匹敵するこの山脈は累々と連なり

ている。水まわりは更に悪くホテルによっては

南北に 2000 キロ、北極海のノバヤゼムリャ島

茶色の水しか出ず、私たちはこれを「コーヒー

に続く。エニセイ川やオビ川が蛇行し、荒涼と

風呂」と呼んだ。シャンプーをすればプンと鉄

したシベリアからヨーロッパへの変貌である。

さびの匂いがし、トイレは紙を流せず必ずブリ

私はこの風景を眼下にすると年甲斐もなく胸が

キ缶が用意されている。街では自家用車がタク

おどる。ロシアに心を惹かれ始めたのは何時か

シーに早変りしパトカーや救急車もお客を乗せ

らだろうか・・・サンクトペテルブルグには娘

る。地下鉄のエスカレーターは読書ができる程

と同年の若く美しい凛とした眼差しをもつ一人

長くて深い。聞けば有事には核シェルターに変

の女性指揮者が待っている。女性指揮者は世界

身するとか。しかし世界を震撼させたあの痛ま

でも１％にも満たず、ロシアでは将軍になるよ

しいテロには決して触れようとはしない。街で

りも難しいといわれている。ましてや東洋人と

見かける軽食にサシスキがある。厚地のクレー

しての海外での活躍は彼女をおいて他にない。

プにイクラやソーセージを巻いて食べる。スー

その手から魔法の如く描き出される名画を想わ

プはお昼のメニューで夜は出ない。ロシア料理

せる音にひきよせられて、私のロシア通いは続

の代表格のボルシチも日本とは異なり赤キャベ

くのである。ぺテルブルグは北のベニスとも呼

ツの酢漬けなどが入り甘酸っぱいものも多い。

ばれる水の都。街を流れるネヴァ川はやがてフ

餃子風のものもよくでるがクリーム状のソース

ィンランド湾に注ぐ。第二次大戦中も市民が立

をつけて食べる（かくし持っていたお醤油が役

ち上がって、あのナチスから街を守りぬき戦禍

に立つ）。
心あたたまる思い出は帰途、機内食の折、私

を免れた美しい街並みの旧レニングラードと呼

のテーブルが故障し傾いていた。それを見た隣

ばれた古都である。
そこで学んだ指揮者の名は西本智実。チャイ

席の好青年が微笑みながら、そっと自分の上着

コフスキーの心を最もよく理解し伝える人でも

を挟んでくれた。
「スパシーヴァ！！」私はたっ

ある。若い身でロシアの 3 つの交響楽団の主席

たひとつしか知らないロシア語でお礼を言った。

指揮者と芸術監督を兼任し、ロシアでは「女ナ

それから国籍不明な言葉を操りつつ彼が世界的

ポレオン」と愛称され、多い時は月に 4 回も日

に有名なワガノワバレー団員であること、池袋

露を往復する。ミロのヴィ－ナスの様に端麗な

で「白鳥の湖」や「ジゼル」などの名場面を踊

横顔を見せながら 100 人以上のむくつけき大男

ることが判り、必ず観に行くことを約束した。

を束ねての指揮姿は圧巻である。
「情熱大陸」や

たったひとつの言葉スパシーヴァ「有難う♪」が

「誰でもピカソ」
「徹子の部屋」などにも出演し

国境を越えた瞬間であった。

好評を博した。
人生の終楽章を迎えザンネンながら才能にも
美しさにも恵まれなかった私は、後戻りできな
い人生を彼女に託し代わりに生きて貰っている
のかも知れない。それが私をロシアに駆り立て
ているのだろうか・・・
少ない経験からのロシアを紹介すると、先ず
は時間。有って無きが如しである。アエロフロ
ートは 5 時間も遅れるし国内線はもっとひどい。
劇場やホテルのキャンセルも常識で政府関係の
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鎌倉俳句寺社めぐり
（その
鎌倉俳句寺社めぐり〔
めぐり〔Ⅱ〕
（その 2）
～分科会｢
分科会｢寺社を
寺社を巡る会｣に参加して
参加して～
して～

北野 清市

ため、龍口寺へ参る頃から時雨となる。
《北野 清市詠》
初乗りの
初乗りの江
りの江ノ電駆け
電駆ける相模灘
江ノ島が兜のごとし六日
のごとし六日かな
六日かな（江ノ島６句）
かな
巡る会江ノ
会江ノ島さまへ初参り
柏手を
柏手を打ちし五体
ちし五体へ
五体へ焚火の
焚火の輪
パノラマの
パノラマの展望台
展望台や冬景色
寒凪や
寒凪や沖へ水尾曳く
水尾曳く巡航船
江ノ島の往来せまし
せまし福詣
句碑多き江ノ島巡り
島巡り浦の春
龍の口刑場跡や
場跡や寒椿（龍口寺３句）
寒椿
三重の
三重の庫裡の大屋根福寿草
仰ぎ見る五重の塔に時雨くる

第 6 回 テーマ「玉縄城址から遊行寺」
Ｈ16 年 11 月 4 日。快晴。10 時大船駅集合。玉
縄首塚・竜宝寺・新井白石碑・諏訪神社（昼食）
・
玉縄城址・遊行寺の順に探る。晩秋の一片の雲も
ない小春凪の一日であった。
《北野 清市詠》
首塚に
首塚に武者の
武者の声する秋天下
する秋天下
山門に
3 句)
山門に一景添へし
一景添へし銀杏黄葉
へし銀杏黄葉(竜宝寺
銀杏黄葉
参道に
参道に柿灯りたる
柿灯りたる竜宝寺
りたる竜宝寺
秋天へ
秋天へ翼広げし
翼広げし大伽藍
げし大伽藍
やぐらには白石
やぐらには白石の
白石の碑や柿の秋
菊日和諏訪段見上げ
菊日和諏訪段見上げ昼餉かな
昼餉かな（諏訪神社）
かな
鳥威し
2 句）
鳥威しＣＤ四五枚厨裏
ＣＤ四五枚厨裏（玉縄城址
四五枚厨裏
城跡の
城跡の陽を存分に
存分に木守柿
一遍のただ
一遍のただ念仏
のただ念仏や
念仏や銀杏散る
銀杏散る(遊行寺 3 句)
指細き
指細き普賢菩薩の
普賢菩薩の秋思かな
秋思かな
落葉降る
落葉降る五百羅漢の
百羅漢の脳天へ
第 7 回 テーマ「逗子の旧跡を探る」
Ｈ16 年 12 月 2 日。快晴。10 時逗子駅集合。
遺孤の碑・宗泰寺・六代御前の墓・蘆花ゆかりの
地・郷土資料館（昼食）
・長柄古墳群・延命寺の順
に巡る。冬晴れの絶好の吟行日和であった。
《北野 清市詠》
遺孤の
遺孤の碑や骨肉相
骨肉相食む冬川原
冬晴れや
冬晴れや甍反
れや甍反り
甍反りけり宗泰寺
宗泰寺
登高す
登高す平家六代御前
平家六代御前の
の
御前 墓
小春凪海平
小春凪海平らかに
海平らかに富嶽
らかに富嶽かな
富嶽かな
富士見
富士見橋蘆花ゆ
橋蘆花ゆかりの地
かりの地枯あざみ
海鳴りの蘆花
りの蘆花文学碑
蘆花文学碑枯
文学碑枯銀杏
裏山の
裏山の紅葉に沈む資料館
長柄なる
2 句)
長柄なる一
なる一号墳より
号墳より師走富士
より師走富士(長柄古墳群
師走富士
冬木なか尾根
なか尾根を
尾根をくだりて二号墳
りて二号墳
駅前の
駅前の延命寺
延命寺へと冬
へと冬山路（延命寺 2 句）
内陣の
内陣の大日如
大日如来冬ともし

ノートパソコン
ご寄付のお
寄付のお願
のお願い
学習会や運営委員会でパソコンを利用す
る機会が増えています。これまでは支援セ
ンターや個人のパソコンをお借りしてきま
したが、何かと不便を感じております。
会員の皆様でご不要となったノートパ
ソコンを“わ”の会にご寄付いただける方
はご連絡下さい。

第８回 テーマ「江ノ島と龍口寺」

連絡先：
金間(カネマ）(広報担当運営委員)
℡ ：045-775-1612
ﾒｰﾙ：kanazawa_wanokai@infoseek.jp

Ｈ１７年１月６日。曇後雨。１０時江ノ電腰越
駅集合。海岸沿いに片瀬浜から弁天橋を渡って江
ノ島へ。江ノ島探訪後、午後再び腰越に戻り龍口
寺を巡る。乙酉の正月はよい天気に恵まれたが、
今日は冬凪の曇り空で午後から南岸低気圧通過の
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2005 年 6 月までの予定

3月

4月

5月

6月

分科会
代表の
一 言

寺社を
寺社を巡る会
3 月 3 日(木) 集合：10 時､鎌倉駅東口
テーマ：小町大路を海へ
行動：妙隆寺～上行寺～材木座海岸
4 月 7 日(木) 集合：10 時､鎌倉駅東口
テーマ：深沢の里を巡る
行動：ﾊﾞｽ｡大仏坂～八雲神社～市役所通り
5 月 12 日(木) 集合：10 時､鎌倉駅東口
テーマ：頼朝入部前の鎌倉
行動：座学 … 一年を振り返る（場所未定）
平成 17 年度の計画策定中
前号につづき｢ボ
ボケます小唄Ⅲ｣を披露。
お酒も旅行も
旅行も嫌いです 唄も踊りも
大嫌い お金とストレス貯
レス貯める人
人の２倍も ボケますよ！！
すよ！！
昨年は“災
災”の年､今年は“福
福”の年に。

古文書を
古文書を読む会
3 月 17 日（木）金沢地区ｾﾝﾀｰ 村づくし
3 月 24 日（木）公会堂会議室 村づくし
4 月 21 日（木）公会堂会議室
4 月 28 日（木）公会堂会議室

寺澤流手本
内川入江開発

5 月 19 日（木）場所：未定
5 月 26 日（木）場所：未定

寺澤流手本
内川入江開発

6 月 16 日（木）場所：未定
6 月 23 日（木）場所：未定

寺澤流手本
内川入江開発

１.寺澤流手本の内容は四季の挨拶文です。
２.横浜市開港資料館と提携を予定しており
先方との話し合い如何により、多少の変更
があるかも知れません。

4月

ふれあいの道歩
ふれあいの道歩こう
道歩こう会
こう会
3 月 18 日(金)
弘法大師と丹沢へのみち
雨天の場合は翌月に順延（以下共通）
4 月 15 日(金)
大山参り蓑毛のみち

4 月 11 日(月)
4 月 25 日(月）

5月

5 月 20 日(金)
北条武田合戦場のみち

5 月 9 日(月)
5 月 23 日(月)

6月

6 月 1７日(金)
湖のみち（東京都）

6 月 13 日(月)
6 月 27 日(月)

3月

分科会
代表の
一 言

懐かしの映画
かしの映画を
映画を観る会
3 月 14 日(月)
3 月 28 日(月)

ヘッドライト〔仏〕
ウエストサイド物語〔米〕

平成 17 年度の計画策定中
(2 月末に決定予定)

2 年目。楽しく安全にそして「すばらしい 2 年目を迎え、会員数も 38 名になりました。
思い出」を。 新規会員募集。申込みは
往年の名画があなたとの出会いを待っていま
小俣（☎782-8147）宮原（☎783-4539）
す。会場は金沢地区センターが原則です。

編集後記
発 行 日
編集後記
運営委員・顧問として、永年当会の為にご尽力願った
発行周期
鹿島さんから顧問退任に当り、お言葉を頂きました。
発 行 者
2005 年度学習会予定が確定しました。別紙チラシまた
はホームページを参考に、奮ってご参加下さい。
2004 年に新たに発足した、2 分科会の代表からこれま
でを振り返っての感想を頂きました。
編集責任者
会員からさまざまなジャンルのご寄稿を頂きました。
今後とも、皆様からの文書･詩歌･その他の寄稿や会報へ
の要望などをどしどしお寄せ下さい。
（沓）
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