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金沢区生涯学習金沢区生涯学習金沢区生涯学習金沢区生涯学習““““わわわわ””””のののの会会会会 

会会会会      報報報報              第第第第    11114444    号号号号 

 

 

 

 

    

 

““““わわわわ””””のののの会会会会マークマークマークマークについてについてについてについて 

 “わわわわ”とは、 

◆ 平和・和気あいあいの“和和和和” 

◆ お話・会話・対話の“話話話話” 

◆ 古い時代、日本国の呼称であった“倭倭倭倭” 

◆ 人間と人間を繋ぐ“輪輪輪輪” 

◆ 感動詞の“わわわわっ！” 

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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振振振振りりりり向向向向けばけばけばけば１０００１０００１０００１０００日日日日、、、、感謝感謝感謝感謝！！！！ ｢｢｢｢寺社寺社寺社寺社をををを巡巡巡巡るるるる会会会会」」」」元代表元代表元代表元代表    関関関関        祥祥祥祥 

 

 

 光陰矢の如し！出稼ぎで上京、郷関を発して

半世紀、金沢八景に漂着して 35 年、九州久留

米で獲れてから馬齢を重ね 73 年になる。66 才

でシルバーシートに移ったが、最初の仕事は地

域の勉強と友人さがしだった。セブンイレブン

族だったので地域では孤独で第２の人生の居場

所がなかったのだ。 

 偶々
たまたま

、近くの図書館を覗き“わ”の会の会員

募集を知り、入会した。女性の多田アキ江代表

の時だった。休憩の合間に自ら持参したアメ玉

を配って廻るような春風を漂わす気さくな会長

さん・・・永い会社人生で初めて眺める風景と

の出遭い。今までの組織社会とは違う、穏やか

さと温もりを感じ、走り続けたセピア色の来し

方を振り返り、ヨーシ時間が自由に使えるサー

ドエイジの半分ぐらいは、此処に草鞋
わ ら じ

を脱ぎ、

お世話になろうと決めたのだった。 

 幾回かの学習会などに参加し、頭の体操と命

の洗濯をさせてもらい幸せな日々を満喫したが、

世の中はそんなに都合よくできてなく､再び緊

張と昂揚に晒される立場になりつつあることを

知ったのはずーっと後のことだった。それは或

る野外探訪のアンケートに「古寺巡礼」と記し

たことに始り、気がついたら当時の“わ”の会

リーダーＴ氏の好意に充ちた戦略に嵌っていた。 

 年齢は違っても獲れた古里は孫正義やホリエ

モンと同処で、飲んだ水も同じせいか、露出度

やＩＴ関心度・資産形成は天と地ほどの差があ

るが､物
もの

怖
お

じしない性格と楽天的な精神風土は

同基盤、足らざる点は会員諸兄姉のご指導、鞭

撻を受けながら史跡や寺社の風韻を訪ねる勉強

に励んでいる。 

 最初は地元金沢から、２年目・３年目は古都

鎌倉を、そして４年目の今年は三浦一族を追っ

かけて三浦半島へと探訪範囲も拡がり、埋れた

歴史の勉強にも興味が湧いてきた。そして先人

たちの血で血を洗う骨肉の権力闘争や財宝・名

誉大好な過去を知るにつけ、人間にとって歴史

とは何だろうかと考えるようになった。①歴史

は自己装飾から始り、妥協の産物とて修正され

てゆく。②歴史は勝者の讃歌であり、権威の保

証となった。③現代史は社会通念の写し絵だ。

世に中立的な歴史はない（谷沢永一・明快人間

史・海竜社）。これらが微かに解かりかけてきた。 

要するに歴史はどの視点から見るかで影像の

濃淡と転結が変わり、そこに投影される決定版

はないと言うことだ。この年になって半端な見

聞で我執したこともあった「自身の青さ」に気

づき、まさに汗顔の思いです。 

 振り向けば 1000 日が過ぎた。新しい革袋に

新しい酒を盛る潮目かもしれない。進むときは

他人
ひ と

まかせ、退
ひ

くときは桜花のように潔く・・・。

家族を養い社会に貢献したセカンドエイジを通

して拘ってきた私の美学だ。我儘を言わせて貰

いＵ氏にバトンタッチし、更に深堀りして頂く

ことにした。 

 自信喪失・欲望肥大・倫理崩壊・拝金万能、

民族の劣化が徐々に確実にすすんでいる。先ず

自身が大きな迷惑をかけず若い人の邪魔になら

ないことが肝心だが、老骨にできる社会貢献は

ないだろうか？毎日そんなことを考えながら消

光している。 

 猛暑が募ると間もなく蝉時雨の合唱が始まる。

敗色濃厚な 60 数年前、田舎の小学生だった小生

は蔵書のまばらな図書室で擦り切れた生物書を

見つけ、「５年余（約 2000日）の地中生活を終

え、夏の到来を待って約 20日間の“我が世の春”

を謳歌し、生涯を閉じる蝉の儚い一生」を知っ

た。我々人間はその逆で、雌伏約 300日の暗い

胎内生活を終えれば 30000日の長寿を得る。な
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んという不平等。造物主は蝉族の猛反発を抑え

て人間に“我が世の春”の特権を与えた。ファ

ーストエイジの学びから今にして想う。我々は

その特権にアグラをかき、命のムダ使いをして

いないか？争い・差別・テロ・殺傷と・・・折

角の神の善意を歴史の教訓から学び生かさねば

ならない。 

 向後は耕余沈潜、“わ”の会新代表Ｏ氏のもと

でタマ拾いとして皆様のお世話になります。最

後に“わ”の会と「寺社を巡る会」の益々のご

発展と会員各位のご健勝を念じ上げ退任のご挨

拶とさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

    

    

 

 

２２２２月月月月にににに““““わわわわ””””のののの会会会会特別講座特別講座特別講座特別講座をををを開催開催開催開催    

 

 “わ”の会の学習会は伝統的に 5 月から 11

月までの毎月開催で、12 月から 4 月までは学習

会の空白期間となっております。この空白期間

を埋めて欲しいとのご要望が会員の間から聞こ

えており、運営委員会でも話題になっておりま

した。これまた伝統的に、横浜開港資料館の西

川先生に、毎年の学習会でその１コマの担当を

お願いし、金沢地区に残る古文書に基づいた興

味深いお話をお伺いしてきました。 

この度、この横浜開港資料館では、資料館の

研究成果を広く横浜市民に公開・伝達する事業 

西川先生が中心になって計画され、その一環と

して、西川先生のグループで新しく解読された

金沢地区の旧家・布川家の古文書のまさしくホ

ットな研究成果を金沢地区の市民に伝えたく、

“わ”の会に協力を要請する旨のお話を頂戴致

しました。これを受けて、金沢区役所および能

見台地区センターと相談し、下に示す要領で

“わ”の会会員および一般市民を対象とした特

別講座を 2006 年 2 月に開催することになりま

したので、先ずは会員の皆様にお知らせいたし

ます。 

 

““““わわわわ””””のののの会特別講座会特別講座会特別講座会特別講座 

①①①①日日日日    時時時時：：：：2006200620062006 年年年年 2222 月月月月 18181818 日日日日((((土土土土))))    

12121212：：：：30303030((((開講開講開講開講))))～～～～14141414：：：：40(40(40(40(閉講閉講閉講閉講))))    

②②②②場場場場    所所所所：：：：能見台地区能見台地区能見台地区能見台地区センターセンターセンターセンター    多目的室多目的室多目的室多目的室    

③③③③テーマテーマテーマテーマ((((仮称仮称仮称仮称))))：：：：布川家古文書布川家古文書布川家古文書布川家古文書とととと    

金沢人金沢人金沢人金沢人のくらしのくらしのくらしのくらし    

④④④④講講講講    師師師師：：：：横浜開港資料館横浜開港資料館横浜開港資料館横浜開港資料館    調査研究調査研究調査研究調査研究員員員員    

⑤⑤⑤⑤参加者参加者参加者参加者：：：：““““わわわわ””””のののの会会員会会員会会員会会員およびおよびおよびおよび一般一般一般一般市民市民市民市民    

⑥⑥⑥⑥会会会会    費費費費：：：：200200200200 円円円円（（（（““““わわわわ””””のののの会会員会会員会会員会会員））））    

300300300300 円円円円（（（（一般一般一般一般市民市民市民市民））））    

⑦⑦⑦⑦受受受受    付付付付：：：：次回学習会次回学習会次回学習会次回学習会からからからから（（（（““““わわわわ””””のののの会会員会会員会会員会会員））））    

1111 月月月月からからからから公募公募公募公募・・・・抽選抽選抽選抽選（（（（一般一般一般一般市民市民市民市民））））    
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““““わわわわ””””のののの会蔵書会蔵書会蔵書会蔵書・・・・資料資料資料資料    

第 2 回学習会の席上で、自著の寄贈を受け、

そのご紹介を行いました。これ以外にも“わ”

の会として所蔵している書籍や資料などがあ

りますので、これを機会に、“わ”の会で保有

している蔵書や資料の一覧を掲載致します。 

これらの蔵書や資料は会員共通の資産です

ので、会員の皆様にもご利用頂き、有効利用

を図りたく思います。貸出しをご希望の会員

はお申し出で下さい。 

    

““““わわわわ””””のののの会蔵書会蔵書会蔵書会蔵書・・・・資料資料資料資料類類類類一覧一覧一覧一覧    

No 著   者 
書     名 

資  料  名 
発行日 発行元 

入手日 

(入手法) 

１ 寺社を巡る会 

金澤と近郊の寺社を巡る 

金沢札所三十四観音霊場

を中心にして 

2004.3 寺社を巡る会 
2004.3 

(寄贈) 

２ 北野清市 句集 潮風 1999.5.22 ㈱東京四季出版 
2004.7.24 

(寄贈） 

３ 成美堂出版編 
すぐに使えるイラスト・カ

ット大事典 
2003.9.20 成美堂出版 

2004.8.26 

(購入) 

４ BVRP Software 
PDF 作成ソフト エキスパ

ート PDF２PRO 
2004 BVRP Software 

2004.8.26 

(購入) 

５ “わ”の会 
創立５周年記念誌 “わ”

の会 5年の歩み 
2004.11 “わ”の会 

2004.11 

(寄贈) 

６ 
磯子の戦争体験

を記録する会 

根岸の海から飛行艇が飛

び立ったころ 
2004.10.19 

磯子の戦争体験

を記録する会 

2005.6 

(寄贈) 

７ 
磯子の戦争体験

を記録する会 

横浜海軍航空隊遺跡を訪

ねる 
2005.3.21 

磯子の戦争体験

を記録する会 

2005.6 

(寄贈) 

８ 北野一清 第二句集 浮雲 2005.5.10 ㈱オーエム 
2005.6.11 

(寄贈) 

９ 
ふれあいの道歩

こう会 

ふれあい記録 ＝神奈川

県コース＝ 
2005.7 

ふれあいの道歩

こう会 

2005.7.16 

(寄贈) 

10 
タウン TV 南横

浜 

ＴＶフォーラムかながわ 

「野口英世と長浜検疫所」

(“わ”の会 2005年度第 1

回学習会録画) 

2005.6.20 
タウン TV 南横

浜 

2005.7.16 

(寄贈) 

 

 

総会総会総会総会のそののそののそののその後後後後    
 

例年どおりに、第１回学習会の当日、学習会

に先だって、総会を開催致しました。委員会や

分科会の新しい運営体制、行事予定、決算と予

算、会則の改定、新しい規定などが承認されま

した。 

総会の様子はタウンテレビのニュース番組

で紹介されました。その放送画面のいくつかを

“わ”の会ホームページに掲載しました。 

改定・制定された会則等（会則、分科会運営

規則、顧問規定、投稿規定）の全文を第 2回学

習会で配布し、ホームページにも掲載しました。

また、承認を頂いた学習会および各分科会の予

定もホームページに掲載しました。会則や行事

の確認などにご利用下さい。 
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ホームページホームページホームページホームページ委員委員委員委員会会会会報告報告報告報告 
 

 

★総会の報告の項でも述べましたように、総

会で承認を頂いた会則、学習会予定、分科会予

定等をホームページに掲載しました。会則や予

定の確認などにご利用下さい。 

★「会員の寄稿」として、抽象画 20 枚を頂

戴し、インターネット版個展として掲載しまし

た。美しい配色の絵をお楽しみ下さい。 

★メールアドレスを登録頂いている会員の皆

様には上記のようなホームページの改定や近づ

いた行事予定などをお知らせする「“わ”の会通

信」を送付させて頂いております。ご希望の会

員はメールアドレスをご登録下さい。 

★ホームページを開設して以来、延べ閲覧回

数が 2100 回を超えました。メールアドレスを

登録頂いている会員は 56 名ですので、アドレ

ス登録会員１人当たりで考えると 30 数回の閲

覧があったことになります。この状況を励みに

ホームページのさらなる充実を進めたいと思っ

ています。皆様のご要望や寄稿をお寄せ下さい。 

    
    

    

 

    

学習会学習会学習会学習会のののの感想感想感想感想（（（（アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果））））    
 

第第第第１１１１回学習会回学習会回学習会回学習会    ｢｢｢｢野口英世野口英世野口英世野口英世とととと長浜検疫所長浜検疫所長浜検疫所長浜検疫所｣｣｣｣        2005 年 5 月 14 日 

講師：金沢の歴史資料蒐集家 楠山 永雄 氏  出席者：96名 （75％） 

 

○多数のスライド

使用によるビジュ

アルな説明で良く

理解できた。 

○我が国の検疫行

政と野口博士の偉

業が良くまとめら

れていた。 

○長浜に検疫所が

出来た理由、昔の検疫所のシステム・風景が良

く分かった。 

○コレラ・ペスト・黄熱病等の発見・研究に身

命を賭した野口博士の墓碑銘に感動。 

○長浜検疫所と西南戦争との関係は意外。 

○他国の検疫制度の成立過程、特に中国・韓国

等を知りたい。 

 

＊ 本学習会の内容はタウンテレビ南横浜のス

タッフの手で録画され、1 時間番組として

神奈川県内のケーブルテレビ 13 社で放送

されました。放送された番組を録画した

VTRの寄贈をタウンテレビ南横浜から受け、

所蔵しております。ご希望の会員には貸出

しを行いますので、お申し出下さい。 
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第第第第２２２２回学習会回学習会回学習会回学習会    ｢｢｢｢幕末・明治初年の金沢｣｣｣｣  2005 年 6 月 11 日 

講師：横浜開港資料館 調査研究員 西川 武臣 氏  出席者：97名 （76％） 

 

 

○話のテンポ

が良く、明快

で分かり易く

て説得力があ

り、面白かっ

た。 

○情報という

キーワードを

使っての説明

が良かった。 

○旗本を通して金沢の住民が新しい情報を入手

していた事が分かった。 

○スイス領事の日記及び金沢の人々の彼への対

応の仕方が面白かった。 

○金沢が当時の日本の情報発信地、且つ日本の

国際化の発祥地。 

○金沢は一寒村と思っていたが、支配層と対等

に話し合いをしていること。 

○ペリーの米国だけでなく、多くの国と国交が

なされたこと。 

○古文書やその解読法についてもっと詳しく知

りたい。 

 

 

 

第第第第３３３３回学習会回学習会回学習会回学習会    ｢｢｢｢武州金沢藩武州金沢藩武州金沢藩武州金沢藩」」」」        2005 年 7 月 9 日 

講師：横浜市歴史博物館 学芸員 斉藤 司 氏  出席者：99名 （77％） 

 

 

 

○近世関東における文化の中心江戸に対して金

沢は海上交通の入口であった。 

○金沢での領地が全体の１０％足らずの金沢藩

が金沢に陣屋を構えた理由が分かった。 

○浦賀の船改番所との関係で、江戸と浦賀の中

間地点に金沢藩の陣屋を構えさせた。 

○陣屋全図・陣屋の規模が分かる資料は貴重。 

○表高・実高（内高）の違いや大名の生活ぶり

が分かった。 

○藩士の数が８０～１００名前後と思いの他少

なく感じた。 

○米倉氏の役職・仕事・日常生活等を詳しく知

りたい。 

○陣屋と

金沢とい

うコミュ

ニティー

における

人間関係

を詳しく

知りたい。 
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        第第第第６６６６回回回回学習会学習会学習会学習会のののの準備状況準備状況準備状況準備状況            

探訪探訪探訪探訪へのへのへのへの誘誘誘誘いいいい♪♪♪♪♪♪♪♪：：：：六浦六浦六浦六浦のののの名所名所名所名所・・・・旧跡旧跡旧跡旧跡をををを訪訪訪訪ねてねてねてねて歩歩歩歩くくくく 

探訪実行委員会委員長探訪実行委員会委員長探訪実行委員会委員長探訪実行委員会委員長    小俣小俣小俣小俣    悦男悦男悦男悦男    

 
10 月 22 日（土）は六浦を訪ねます。会員の

皆様に少しでも楽しんでもらい、喜んでもらい

たい。出来るなら「「「「なるほどなるほどなるほどなるほど、、、、なるほどなるほどなるほどなるほど」」」」の一言を

頂きたく、案内役 11名、只今特訓中。 

 案内役は、金沢シティガイド協会に籍をおく

人、歴史の会を主宰する人、六浦は俺に任せろ

という人、勿論、歴史大好き人間など、多士済々

です。 

 六浦の中でも、個々にはめったに訪れること

が出来ないところも、歴史を勉強する“わ”の

会だからご承諾を頂いた所もあります。乞乞乞乞うごうごうごうご

期待期待期待期待！！！！ 10 月 22 日は今から予定をして頂き、万

障繰り合わせのうえ、ご参加頂きますようお願

い致します。充実充実充実充実したしたしたした一日請一日請一日請一日請けけけけ合合合合いですいですいですいです・・・・・・・・・・・・。。。。    

 

    

探訪探訪探訪探訪：：：：六浦六浦六浦六浦のののの名所名所名所名所・・・・旧跡旧跡旧跡旧跡をををを訪訪訪訪ねてねてねてねて歩歩歩歩くくくく    

    

日日日日    時時時時：：：：１０１０１０１０月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（土土土土))))    

集集集集    合合合合：：：：午前午前午前午前９９９９時時時時                    瀬戸神社瀬戸神社瀬戸神社瀬戸神社    

解解解解    散散散散：：：：午後午後午後午後３３３３時時時時３０３０３０３０分分分分        琵琶島琵琶島琵琶島琵琶島    

歩行歩行歩行歩行距離距離距離距離：：：：約約約約５５５５ｋｍｋｍｋｍｋｍ                            

 

                

      

 

 

昼昼昼昼        食食食食        六浦地区六浦地区六浦地区六浦地区センタセンタセンタセンターーーー（（（（ミニミニミニミニ歴史講座歴史講座歴史講座歴史講座））））    

 

                         

 

★小雨決行。ただし大雨の場合は 10 月 29 日

（土）に延期。その場合は当日朝７時迄に運営

委員よりご連絡いたします。 

★交通量が多く狭い道がありますので、行動し

易いように、スニーカー・リュックでご参加下

さい。 

★ 雨具・弁当・飲物等は各自ご持参下さい。 

★ ゴミは各自お持ち帰り下さい。 

 

午前午前午前午前ののののコースコースコースコース    

(1)(1)(1)(1)瀬戸神社瀬戸神社瀬戸神社瀬戸神社              (2)      (2)      (2)      (2)米倉陣屋跡米倉陣屋跡米倉陣屋跡米倉陣屋跡                

(3)(3)(3)(3)上行寺東遺跡上行寺東遺跡上行寺東遺跡上行寺東遺跡        (4)    (4)    (4)    (4)上行寺上行寺上行寺上行寺        

(5)(5)(5)(5)吉田兼好吉田兼好吉田兼好吉田兼好のののの住居住居住居住居？？？？    (6)(6)(6)(6)嶺松寺跡嶺松寺跡嶺松寺跡嶺松寺跡            

(7)(7)(7)(7)泥牛庵地蔵堂跡泥牛庵地蔵堂跡泥牛庵地蔵堂跡泥牛庵地蔵堂跡    (8)(8)(8)(8)小山若犬丸二児小山若犬丸二児小山若犬丸二児小山若犬丸二児のののの墓墓墓墓    

(9)(9)(9)(9)長生寺長生寺長生寺長生寺    (10)(10)(10)(10)六浦小学校六浦小学校六浦小学校六浦小学校    (11)(11)(11)(11)光伝寺光伝寺光伝寺光伝寺        

(12)(12)(12)(12)歴史資料館歴史資料館歴史資料館歴史資料館（（（（大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校））））    

 

 

午後午後午後午後ののののコースコースコースコース        

(13)(13)(13)(13)北辰神社北辰神社北辰神社北辰神社       (14)   (14)   (14)   (14)油堤油堤油堤油堤                (15)(15)(15)(15)六浦六浦六浦六浦

橋橋橋橋    

(16)(16)(16)(16)かにかにかにかに牢牢牢牢         (17)         (17)         (17)         (17)金龍院金龍院金龍院金龍院やぐらやぐらやぐらやぐら群群群群        

(18)(18)(18)(18)昇天山金龍院昇天山金龍院昇天山金龍院昇天山金龍院    (19)(19)(19)(19)荒井跡荒井跡荒井跡荒井跡    (20)(20)(20)(20)泥牛泥牛泥牛泥牛

庵庵庵庵    (21)(21)(21)(21)千代本楼千代本楼千代本楼千代本楼         (22)     (22)     (22)     (22)琵琶島弁財天琵琶島弁財天琵琶島弁財天琵琶島弁財天 
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 神奈川神奈川神奈川神奈川のののの全全全全１７１７１７１７コースコースコースコースをををを踏破踏破踏破踏破    ････････････    記念誌記念誌記念誌記念誌““““歩歩歩歩””””をををを発行発行発行発行    

                                            「「「「ふれあいふれあいふれあいふれあいのののの道道道道歩歩歩歩こうこうこうこう会会会会」」」」代表代表代表代表    宮原宮原宮原宮原    宏至宏至宏至宏至    

    

 本年５月に神奈川の 17 コース全部の踏破を

無事終了しました。現在、毎月１回のペースで

すから、この調子ですと関東全体の 144コース

が終わるのは 10 数年後になりますので、ここ

でひとまず区切りを付けた方がよいと考え、記

念誌“歩”を取り纏め、発行いたしました。 

 

 

ふれあいふれあいふれあいふれあい記録記録記録記録““““歩歩歩歩””””のののの表紙表紙表紙表紙 

  

その内容は「参加者の声」を中心に、毎回の

「ふれあい記録」を付加えた簡単なもので、参

加者「共通の思い出」位に考えて作成しており

ます。 

したがって「参加者の声」も予め字数は指定

いたしましたものの、これを守った方は一部で、

大半の方はオーバーしておりますが、敢えて圧

縮はお願いせずそのまま掲載しております。ま

た、形もまちまちですがこれもそれぞれの参加

者の個性が表現されていると考え統一はしてお

りません。 

毎回の歩行記録「ふれあい記録」も多少形式

が異なるものもそのまま掲載しております。 

 文章ばかりで写真がなくさびしい感もござい

ますが、これはすでに“わ”の会のホームペー

ジに沢山の写真を掲載しておりますので、重複

を避けたためです。 

 元々、参加者「共通の思い出集」としており

ますので、配布範囲も参加者を中心に、ご参考

までに“わ”の会の運営委員、他の分科会(代表)

と限定しております。 

 17 コース全部を踏破し、神奈川県の認定書

（踏破証・バッジ）を今回取得できたのは９人

ですが、昭和 63 年に「関東ふれあいの道」の

制度が制定されてから、いままでの達成者はわ

ずか 150人ですから９人の意味は大きいと思い

ます。またこの「ふれあいの道歩こう会」の中

には 17 コースの内、あとちょっと（残り２，

３コース）の方も数人おられますので、この方々

の達成も期待しております。 

取得取得取得取得したしたしたした踏破踏破踏破踏破証証証証（（（（左左左左））））ととととバッジバッジバッジバッジ（（（（右右右右）））） 

 

神奈川を終了し、６月より東京のコースに入

っておりますが、こちらは一段とハードで、多

くの会員がトレーニングを行うなど真剣に取り

組んでおります。 
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金沢金沢金沢金沢のののの学校学校学校学校のののの先生達先生達先生達先生達                    熊谷熊谷熊谷熊谷    哲哲哲哲 

 

大東亜戦争の敗戦までは金沢の教育の担い

手は明治以来専ら小学校だった。 

江戸時代末期には､金沢藩 (米倉藩 )の藩校

明允館
めいいんかん

で藩士の子弟に漢学･習字･算術が､庶民

には寺子屋で読み書き･算盤が教えられていた｡

寺子屋の名残は､野島の染
ぜん

王寺
の う じ

の筆子塚(横浜市

登録文化財)がある。 

維新後､明治５年の学制制定で発足した｢学

舎｣は小学校と名は変えたが､その中心となった

先生は旧藩士と地域の寺院の住職達であった｡

先生方は子弟の教育だけでなく､郷土愛に根ざ

して､この地域の社会的文化的中心として幅広

い活躍をされていた。 

先達に敬意を表し乍ら､刊行物に登場した何

人かの学校の先生方と著書を紹介します。 

    

・・・・佐藤忠蔵佐藤忠蔵佐藤忠蔵佐藤忠蔵氏(文政 11 年(1828)～明治 35 年(1902))    

金沢藩の藩士で侍講
じ こ う

(主君や世継の教育係)を

勤めていた｡維新後､六浦の光傳寺内に春潮堂と

いう漢学塾を開いていた｡明治の新学制で､この

塾が明治６年に村立三分学舎(現六浦小学校)と

なり､初代主席教員(校長)に就任した｡明治11年

六浦塩田跡への専用新校舎建設を機に退任され

たが､川部落に住み､村民の教化に尽力された｡ 

明治 20 年に金沢八景に関する詩歌(漢詩と和

歌)を編集した私家本｢金澤名勝題詠集｣を刊行

した｡称名晩鐘の一句に｢ふみくらの跡とひ来れ

ばここなりとこたへ顔なる入相の鐘｣(佐々木弘

綱)他が掲載されている。 

 

････前田国松前田国松前田国松前田国松氏と篠原武篠原武篠原武篠原武氏（筆者の調査の範囲で

はお二人とも生没年不明）    

お二人とも､明治６年､知足学舎(現金沢小学

校)発足時の教員で､金沢藩藩士であった｡龍華

寺内の塔頭の華蔵院
けぞういん

が男子生徒､引攝院
いんじょういん

が女子

生徒の教場となった｡刊行物に名のないこのお

二人以外の藩士も明治初期の教育に携わったと

みられ､金沢藩の文化遺産が継承されたのだろ

う。 

 

・・・・平田恒吉平田恒吉平田恒吉平田恒吉氏(文久 3 年(1863)～大正 4 年(1915)) 

明治 27 年､三分小学校(現六浦小学校)の初代

校長に就任。 

校務の余暇を利用し､明治 42年から十数年に

わたり､六浦荘村と金沢村をくまなく踏破し､口

碑や文書を集め､江戸時代の地誌を精読し､大正

３年｢金澤と六浦荘時代｣という一書を纏められ

た｡中世の歴史と地誌が詳述されており､貴重な

伝承などは他に類を見ないものとされる｡この

書の緒言に｢全編を通じて六浦荘即金澤の歴史

は鎌倉に接近したること江山の景色佳絶なるこ

と髄而称名寺の創建せられしこと此三点につれ

て常に盛衰の関係を有したる事を認め得べし｣

とある。本文は句読点がなく､中々読みにくい所

もあるが､明治以降の郷土誌として且つ文献と

して極めて貴重である。また巻末の広告には､

料亭･旅館･菓子舗の写真も掲載されており､時

代を感じさせる。 

 

・・・・家田洋文家田洋文家田洋文家田洋文氏(慶応１年(1865)～昭和 13 年(1938)) 

明治 38 年､金沢学校(現金沢小学校)に奉職｡

昭和４年退職。小柴に限りない愛着を抱き、同

村に住む｡古老の話を聞き､寺院や古文書を調べ､

金沢の特に小柴の郷土史を研究した｡漁業組合

や青年会と関わりも深く、それらの活動を自ら

推進したこともよく知られている。 

昭和２年に｢武州金澤六浦案内｣を刊行､この

地域の要所を､口碑なども含め､簡潔に紹介して
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いる｡初版本の巻末には､旅館･料亭･料理店など

が紹介されており､当時の賑やかさが偲ばれる。

昭和７年には｢小柴の歴史案内｣を執筆したが､

未公刊｡平成３年にこの２冊の合本が発行され

た。 

・角田角田角田角田
すみた

武夫武夫武夫武夫氏(明治 17 年(1884)～昭和 20 年(1945)) 

金沢藩の士族の家に生れた｡明治 33年三分小

学校を皮切りに､川崎･森中原を経て､金沢小学

校に奉職｡教職の傍ら､昭和８年頃から金沢のス

ケッチを精力的に進めた｡この地域が要塞地帯

の一画だったため写真が無いので､非常に貴重

な記録となった｡画集｢金沢百景｣･｢金沢巡礼｣･

｢続金沢百景｣に収められているスケッチは 200

点を超える｡小生の若かりし頃の金沢の景色は

懐かしい｡ 

業績で大事なことの第２は､｢金澤詞藻｣と｢金

澤八景図絵｣の編集発行である｡何れも金沢尋常

高等小学校第一研究部角田武夫の編著で､昭和

9 年の発行｡｢金澤詞藻｣は金沢に関する古今の

詩歌文章を集録したもので､｢新編武蔵風土記

稿｣･｢江戸名所図会｣･｢金沢文庫考｣･｢金澤と六

浦荘時代｣などから集めたと記しており､本文６

５頁｡｢金澤八景図絵｣は｢金沢八景頼朝遊覧図｣

(近藤清春画)から｢武蔵金沢｣(歌川広重画)に至

る 29点を角田が丹念に写し取ってＢ４版 25頁

ほどに編集したものである｡何れも近代的印刷

技術に一切頼らず､全て手作業のガリ版刷で､作

業は困難を極めたと思われる｡ 

｢金澤八景図絵｣の前文に､森田浪太郎校長は｢善

き故郷を有する者は幸福である｡よき環境に掬

育せらるる者は慶祝すべきである｡金沢町民は

此の意味に於いて恵まれたりと謂はねばなら

ぬ｡･･･文化の進展は舊を捨つることではない｡

古きを壊つことではない｡自然を犯して之を支

配することではない｡･･･金沢の生命は此の景勝

を通して滾々と流れてゐる｡･･･｣と記している｡

正に名言で､頭が下がる。 

第３は、金沢藩の米倉陣屋図(寛政 10 年=1798)

を模写(明治 32 年)したこと､原画が無くなって

いるので､今や貴重品である｡｢図説かなざわの

歴史｣144頁に掲載されている｡ 

    

・・・・杉山高藏杉山高藏杉山高藏杉山高藏氏(明治 38 年(1905)～平成 11 年(1999)) 

大正 14年､三浦郡初声小学校を皮切りに昭和

41年まで教職｡昭和 11年に金沢小学校に奉職し

たのが金沢への教員第一歩。六浦･富岡･神奈川

小学校の校長を歴任｡現金沢町に居を構え､退職

後も地域の文化活動や老人会活動を推進し､杉

山先生と呼ばれ､敬愛された｡ 

昭和 60 年に｢金沢の今昔｣を刊行､平成 6 年改

訂版を発行した｡序文の中に｢金沢区民の間に何

十年何百年伝承された伝説や郷土の歴史が､す

さまじい都市化の波で金沢の自然が急速に消さ

れるとともに､忘れ去られることを惜しみ､あえ

て拙文をつらね･･･｣と記し､小学校の上級児童

にも､高齢者にも読めるように平易な文章でし

かも丁寧にルビを付けてある｡太古の金沢から

平成の時代までの歴史や伝承を詳しく丁寧に記

述し､神社や仏閣に及ぶ｡逸話も多い｡本文 280

頁。現在でも入手可能。 

 

・・・・黒土四郎黒土四郎黒土四郎黒土四郎氏(明治 21 年(1888)～昭和 42 年(1967)) 

私立横浜高等学校中学校の創設者初代校長｡

大東亜戦争敗戦後､米占領軍が本牧中学校を接

収したので､昭和 22 年､在学中の生徒 475 名を

ここ金沢の横浜中学校に収容したことで有名｡

先生は小学校の教師では無いが､敗戦直後の出

来事として記憶に残る。 

先生は､神奈川県立横浜第一中学校(神中)の

校長を大戦前夜の昭和 12年から 16年まで勤め

られた｡小生は丁度其の時､同校の生徒で､自主

と自覚をモットーとした先生の訓育には強い影

響を受けたことを覚えている。 
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古文書古文書古文書古文書でででで楽楽楽楽しむしむしむしむ                  堀井堀井堀井堀井    克子克子克子克子    

 

「「「「差上申一札之事差上申一札之事差上申一札之事差上申一札之事」」」」 

今の日常では見聞きしないし、使われない言

葉である。それも「御家流」の字体で、くねく

ねとして目を凝らしても、なかなか判読しかね

る。そんな古文書でも、月 2 回の会が楽しみで

参加している。何故なのか、判りにくい書体や、

言葉なのに、挑戦する意欲をかき立てるものは

何か？ 

 近世の金沢区の地方文書、武州久良岐郡に関

する幕末開港時や庶民の旅日記、五人組掟書

等々、今は泥亀新田開発や中世古文書横浜中心

部の歴史など、読み解いている。 

 

注）「御家流（おいえりゅう）」：和様書体

の一つで、伏見天皇の皇子青漣院（しょうれ

んいん）第十七世尊円法親王の創始の書風。

江戸時代の公文書はこの書体に限られた。 

 

「「「「古文書古文書古文書古文書のののの文文文文をををを読読読読むとむとむとむと同時同時同時同時にそのにそのにそのにその背景背景背景背景もももも

一緒一緒一緒一緒にににに知知知知るるるる」」」」 

 これは過去、義務教育などでは、学ばなかっ

た庶民の生活文化、郷土の歴史、土地の変化な

ど、さまざまな角度の複合学習となっている。

ここに面白さや、楽しさが出てくる。 

 声を出して読む、読めない時も遠慮なく、読

めないことを文字や書体の崩し方のせいにする。

紛らわしい崩しの書体を、真田氏（我等の講師）

は怒らず騒がず、黒板に大きく書いて解説し、

皆も理解し、先へと読み進んで行く。 

この会メンバーの中には、日本史に詳しい人

（不思議、男性が多い）、地元郷土の地域の変遷

に詳しい人、パソコンや電子辞書を使いこなし

検索等による情報収集の達人、等の特性が発揮

され、何も知らない私としてはとても楽しい時

間となる。 

一つの文書からその当時のお上の考え、動き、

などに対し庶民の村々での受取り方、生活など、

さまざまの事柄を読取る想像力の世界となる。

その延長線上で、テレビ番組の『道中でござる』

『その時歴史が動いた』等日本史関係のものに

目が向いて、雑学を仕入れている。知っている

つもりが、勘違いだったり、新しい情報に出会

ったり、古文書を要として扇子のような広がり

となっていく。これが、なかなか楽しい。 

 

「「「「楽楽楽楽しさはしさはしさはしさは、、、、人人人人のののの集集集集まりからまりからまりからまりから始始始始まるまるまるまる」」」」 

 読み解く楽しさにプラスされているものがあ

る。「古文書を読む会」として月 2 回集まる仲

間の個性である。それぞれの道を歩んだ人生の

重みを持ちながら、好い雰囲気を出し合ってい

る。順番に文書を読んでゆき、読み解けなくて

も、堂々と恥じることなく声を出して読んでゆ

く。事前学習が都合で出来なかった日でも、ほ

んのちょっぴり言い訳をしながら、たどたどし

く読んで、義務を果たす。許される。そのよう

に、会員も、真田講師も優しい。故に次回はち

ゃんと調べてこようと責任を感じ、意欲を燃や

す。有難い。 

このような会を支えて居るもう一人の重要人

物、岡田氏である。代表として会の運営に万端

怠り無く細かく気を配り、目配り、まこと、縁

の下の力持ち、感謝あるのみです。 

人のつながりを通して、学び合える環境は、

古文書を学ぶ大きな力となり、金沢区の古今の

理解にもつながり、生活の視野を広げ、楽しむ

生活へも結びつく等と、少し大袈裟に言ってし

まうのです。 

   「謎めいた文字に字典の一時間」 

「御家流癖も混ざって異体文字」 

   「歴史説く仲間の知識おそれ入り」  
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禍禍禍禍いいいい転転転転じてじてじてじて福福福福とととと・・・・・・・・         池谷池谷池谷池谷    春夫春夫春夫春夫 

 

2004 年は、記録づくめの災害の年。スマトラ

沖大地震・大津波、台風の日本上陸最多数・大

洪水、中越と北九州地域の大地震など。また鳥

ウィルス、鯉ヘルペス、ＢＳＥ問題。そして多

種多様な殺人事件や多様な交通災害等々・・。 

 私にも人生 64 年目に 104 日もの入院生活が

ありました。自由人生活になってから日課とし

ている早朝散歩中に起こった横断歩道上での交

通事故による左足複雑骨折左足複雑骨折左足複雑骨折左足複雑骨折入院でありました。 

45 年振りの病院生活であって、多数の方々に

心配をかけてしまった。みなさんから「不幸中

の幸い」で「禍い転じて福と・・」との励まし

の言葉を頂きました。 

 その後、週 2 日のリハビリを続けての 400 日

を過ぎた今日この頃の雑感を記してみたいと思

います。 

 

� 日頃から人一倍元気だっただけに、歩けず

何も出来なくなったベッド生活では、とも

かく歩けて自分のことは自分で出来ればあ

りがたいことだと思ったことです。長い病

院生活で色々な方々にお会いして、「健康で

元気であれば幸せなのだ」と尽々思い知り

ました。 

� 多少不自由ながら歩いていて気づくことは、

杖を使ったりして不自由に歩いている方々

が目にとまると「あの方は大丈夫かなあ」

と思いやる気持ちが大変強くなったことで

す。また駅や公共施設などでの「バリヤフ

リー設備がどんな具合なのかなあ」と心に

浮かぶことです。 

� 事故に遭った信号機のない横断歩道の一時

停止状況をつぶさに観察してみたが、早朝

の頃は大半の車が一時停止もせず、減速も

しないで通過していた。ということは、横

断歩道だから安全通路であるとの保証はな

いのだと思われました。十分な安全確認・

危険予知をしながらの自己防衛の心掛けが

必要であると思う。 

� 高齢者の転倒骨折が特に多いことが入院者

で目立った。骨密度が低下することと、転

倒しやすいからだ。特に主婦の自宅階段下

りでの踏外しが多かった。歩行中の下りは、

必ず手摺も使い、ずっこけないよう心掛け

ていただきたいものです。 

� ここ 3年ばかり知的障害者の介助や高齢者

のデイサービスのお手伝いをさせていただ

いております。 最近は格別に相手の方の

気持ちになってお手伝いをすることが大事

なのだと思っております。  

最後に、寺社巡りの方々に迷惑を多くかけな

がらも、例会に毎回参加出来たし、その都度激

励していただきどんなに嬉しかったことでしょ

う。いつでも、足腰が丈夫で歩けることが健康

で明るい「気の元」、元気なのでしょう！！ 
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鎌倉俳句寺社鎌倉俳句寺社鎌倉俳句寺社鎌倉俳句寺社めぐりめぐりめぐりめぐり〔〔〔〔ⅢⅢⅢⅢ〕〕〕〕（（（（そのそのそのその１１１１））））    

～～～～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｣｣｣｣にににに参加参加参加参加してしてしてして～～～～            北野北野北野北野    清市清市清市清市    

 

 第１回 テーマ「旧山の内を訪ねて」 

 

Ｈ17 年 6 月 2 日。曇り後雨。10 時光明寺バ

ス停に集合。光明寺・恩金神社・上郷市民の森・

證菩提寺(昼食)・長慶寺の順に廻る。走り梅雨と

なり、西日本では既に激しく降雨中であった。

しかし、幸いスケジュールを全て終え、バス停

に着いた頃からぽつぽつと雨が降り出した。 

 

《北野 一清詠》 

 

緑陰緑陰緑陰緑陰やややや五人増五人増五人増五人増えたるえたるえたるえたる「「「「巡巡巡巡るるるる会会会会」」」」 

梅梅梅梅のののの実実実実のののの潜潜潜潜みしみしみしみし葉陰光明寺葉陰光明寺葉陰光明寺葉陰光明寺（光明寺 3句） 

本尊本尊本尊本尊のののの阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀まぶしやまぶしやまぶしやまぶしや青時雨青時雨青時雨青時雨 

竹竹竹竹のののの皮拾皮拾皮拾皮拾ふふふふ松下蝉尼松下蝉尼松下蝉尼松下蝉尼のののの寺寺寺寺 

ででむしやででむしやででむしやででむしや磴八十磴八十磴八十磴八十のののの拝殿拝殿拝殿拝殿へへへへ(恩金神社) 

走走走走りりりり梅雨兼好詠梅雨兼好詠梅雨兼好詠梅雨兼好詠ひしひしひしひし鼬川鼬川鼬川鼬川(上郷市民の森 4句) 

紫陽花紫陽花紫陽花紫陽花をををを伴伴伴伴れゆくれゆくれゆくれゆく上郷市民上郷市民上郷市民上郷市民のののの森森森森 

登山道登山道登山道登山道ポインターポインターポインターポインターのののの脚長脚長脚長脚長かりしかりしかりしかりし 

蛇渡蛇渡蛇渡蛇渡るるるる音音音音みなみなみなみな鎮鎮鎮鎮めめめめ鼬川鼬川鼬川鼬川 

夏夏夏夏つばめつばめつばめつばめ寺寺寺寺のののの鐘楼袈裟懸鐘楼袈裟懸鐘楼袈裟懸鐘楼袈裟懸けにけにけにけに(證菩提寺) 

老鶯老鶯老鶯老鶯のののの竹林竹林竹林竹林わたるわたるわたるわたる長慶寺長慶寺長慶寺長慶寺 

 

第 2 回 テーマ「魯山人の愛した山崎」 

 

 H17 年 7 月 7 日。曇り時々晴。10 時北鎌倉駅

集合。光照寺・神明神社・魯山人窯跡・鎌倉中

央公園（昼食）・昌清院・北野神社の順に巡る。

本日は七夕、しかも、24節気の小暑である。梅

雨最中、天気予報では午後から雷の発表があっ

たが、無事吟行を終えた。 

 

《北野 一清詠》 

 

 道道道道をしへをしへをしへをしへ墓地売出中墓地売出中墓地売出中墓地売出中のののの光照寺光照寺光照寺光照寺 

    星今宵星今宵星今宵星今宵「「「「台台台台のおのおのおのお宮宮宮宮」」」」にににに願掛願掛願掛願掛けりけりけりけり（神明神社） 

    七夕七夕七夕七夕にににに魯山人魯山人魯山人魯山人のののの里訪里訪里訪里訪ねけりねけりねけりねけり（魯山人窯跡 3句） 

    竹百幹山房囲竹百幹山房囲竹百幹山房囲竹百幹山房囲むむむむ小暑小暑小暑小暑かなかなかなかな 

    釜跡釜跡釜跡釜跡にににに魯山人魯山人魯山人魯山人のののの影揚羽飛影揚羽飛影揚羽飛影揚羽飛ぶぶぶぶ 

    鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉のののの中央公園梅雨最中中央公園梅雨最中中央公園梅雨最中中央公園梅雨最中（鎌倉中央公園 3句） 

    群生群生群生群生のののの半夏生半夏生半夏生半夏生のののの花白花白花白花白かりきかりきかりきかりき 

    岩清水掬岩清水掬岩清水掬岩清水掬ひてひてひてひて山山山山のののの音音音音をきくをきくをきくをきく 

    篠竹篠竹篠竹篠竹のののの今今今今しししし皮脱皮脱皮脱皮脱ぐぐぐぐ昌清院昌清院昌清院昌清院 

    わがわがわがわが姓姓姓姓とととと同同同同じじじじ社社社社やややや落落落落しししし文文文文（北野神社 2句） 

    吹吹吹吹きききき上上上上ぐるぐるぐるぐる百段百段百段百段のののの風涼風涼風涼風涼しかりしかりしかりしかり 
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2005年 12月までの予定 

 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    

9月 

9月 1日(木) 集合：10時､大船駅東口 

テーマ：深沢方面 

行動：等覚寺～大慶寺～東光寺～青蓮寺 

9月 22日(木) 幕末異国船日本海域出没と海防 

9月 29日(木) 泥亀新田開発 

10月 

10月 6日(木) 集合：10時､大船駅西口 

テーマ：玉縄から村岡へ 

行動：久成寺～村岡城址～慈眼寺他 

10月 20日(木) 幕末異国船日本海域出没と海防 

10月 27日(木) 泥亀新田開発 

11月 

11月 10日(木) 集合：10時､三崎口駅 

テーマ：荒崎方面 

行動：不断寺～長徳寺～弁天島～延寿寺 

11月 17日(木) 幕末異国船日本海域出没と海防 

11月 24日(木) 泥亀新田開発 

12月 

12月 1日(木) 集合：10時､大船駅東口 

テーマ：散在ガ池方面 

行動：大長寺～散在ガ池～今泉不動他 

12月 15日(木) 幕末異国船日本海域出没と海防 

12月 22日(木) 泥亀新田開発 

分科会 

代表の 

一 言 

寺社探訪も諸先輩のご指導のおかげで、

四年目となり、今秋より鎌倉と三浦一族と

の関係を探索致しますので興味ある方、ご

参加ください。 

暑さもまだまだ続きます。夏ばてしないよう

気をつけましょう。夏ばて防止には、涼しいと

ころで昼寝も手ごろのようです。お暇のある方

にはおすすめします。 

 

 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    懐懐懐懐かしのかしのかしのかしの映画映画映画映画をををを観観観観るるるる会会会会    

9月 

9月 16日(金) 

山草のみち（東京都⑦コース） 

雨天の場合は予備日 9月 30日 

9月 12日(月)「旅情」（米）   

9月 26日(月)「道」（伊） 

10月 

10月 21日(金) 

鍾乳洞と滝のみち（東京都⑤コース） 

雨天の場合は翌月に順延（以下共通） 

10月 3日(月)「男はつらいよ。柴又慕情」 

               （松竹） 

10月 24日(月)「大いなる幻影」（仏） 

11月 
11月 18日(金) 

杉の木陰のみち(東京都⑥コース) 
11月 14日(月)「荒野の決闘」（米） 

11月 28日(月)「晩春」（松竹） 

12月 
12月 16日(金) 

歴史のみち(東京都④コース) 
12月 12日(月)「陽のあたる場所」（米）  

12月 26日(月)「お熱いのが好き」（米） 

分科会 

代表の 

一 言 

東京のコースはすべて山登り。工夫とお

互いの助け合いで乗り切りたい。19 回連続

雨天延期なしの幸運の継続を祈りながら。 

 会員も増えて 48名の大所帯になりました。

往年の名画に触れて、○十年前の自分を振り返

っております。 
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新年度の活動に入り、既に３回の講座が持たれまし

た。各講座ともに講師の方々の素晴らしいお話で、金沢

の歴史が彷彿とされ、楽しい時間でありました。 

会報の作成も編集委員で英知を出し合い、会員と会

活動を太いパイプで繋げていくべく、分科会活動や会

員各位からの情報も大事にして行き、会員の方々が会

報発行を待ち遠しく感じられるように頑張ります。 
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