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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    11115555    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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2005200520052005 年度年度年度年度をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって            代表代表代表代表    岡本岡本岡本岡本    茂男茂男茂男茂男 

 

 

11 月の第７回学習会も無事終わり、年度計画

の学習会を終了致します。ここに１年間の経過

を会員の皆様方にご報告申し上げます。 

“わ”の会の活動も会が設立されてより今年

度は７年目を迎えたことになります。会員の数

も発足当初の 50 名から現在 128 名と２倍以上

になりました。会場も適当な場所が無く会員の

皆様にはご不自由をおかけ致し申し訳なく思っ

ております。 

 学習会は、『我が街の歴史を学習する』に相応

しいテーマを選び、「野口英世と長浜検疫所」「幕

末・明治初年の金沢」「武州金沢藩」「金沢文庫

企画展」「中世の六浦」「探訪：六浦」「金沢の海

の歴史」と開催致してまいりました。学習会後

に皆様から頂いたアンケートによりますと、『知

らなかった金沢を発見できて良かった』とのお

答えを頂いております。運営委員会と致しまし

てもホッと致しているところでございます。ま

た、志を同じくする会員の研究の場である４分

科会もそれぞれ活発に活動され、成果を上げて

おりますことはご同慶の至りです。更にテーマ

を見つけて同志を募り、分科会活動が広がりを

見せることを望んでおります。 

 また、創立５周年記念事業として取り組んで

まいりました「INDEX 金沢」の編集も順調に

進み、2007 年度第１回学習会で皆様のお手元に

お渡しできるよう進行中でございます。しかし、

多くの困難を１つ１つ解決しながらの作業であ

り、会員全員が何らかの形で関わりを持って頂

くことで、この編集事業も価値を持ってくるこ

とと確信致しております。多くの会員の更なる

ご協力を頂けますようお願い致します。 

 過日、来年度学習計画を発表致しましたが、

2005 年度の学習会の中で特にご好評であり再

度の講演を希望される方が多かった講座につき、

各講師の方々にさらに深く講演頂けるようにお

願いし、実現にこぎ着けました。但し、皆様に

お断りをしなければならないのは、本会の主旨

として座学と探訪で構成すると明記しながらも

2006 年度は探訪を割愛せざるを得なくなりま

したことです。誠に残念でありますが、2007

年度には復活できるよう努力致す所存ですので、

お許しを頂きたく思います。 

 横浜開港資料館とは従来から講座の依頼や資

料の拝借などで連携を保っております。この度、

市内各区に残る旧家の文書を読み、「各区版古文

書テキスト（仮）」を作成すると言う開港資料館

の事業の過程で、金沢区の布川家古文書読み下

しが完成した事から、その成果を学ぶ講座を開

催したらとのお話を頂きました。会と致しまし

ては、学習会の無い時期の充実策としても格好

の企画と受け取り、2006 年２月 18 日（土）に

能見台地区センターにて特別公開講座を開催す

ることと致しました。新しい資料から金沢の新

発見が聞ける事とご期待頂きたいと思います。 

 来る 2006 年度も皆様のご期待に添えるよう

一層の努力をしてまいりますので、変わらぬご

指導・ご支援を頂けますようお願い申し上げま

す。また、会員各位のご健勝を心からお祈り申

し上げます。 
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２２２２月月月月特別特別特別特別公開公開公開公開講座講座講座講座のののの詳細決定詳細決定詳細決定詳細決定    

 

 10 月の学習会でお知らせしましたように、2

月の特別公開講座の詳細が決定しました。 

横浜開港資料館から新進気鋭のお二人の調

査研究員においで頂き、寛文年間の検地の様子、

横浜・横須賀の都市化の流れと金沢地域、家計

簿をもとにした名望家・布川家の暮らし向きな

ど興味尽きないお話が伺えます。会員各位の積

極的なご参加をお願いいたします。 

 

ﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏ：：：：布川家文書布川家文書布川家文書布川家文書とととと人人人人々々々々のくらしのくらしのくらしのくらし    

日時日時日時日時：：：：2006200620062006 年年年年 2222 月月月月 18181818 日日日日((((土土土土))))12:3012:3012:3012:30～～～～14:3014:3014:3014:30    

場所場所場所場所：：：：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    

参加参加参加参加：：：：会員会員会員会員はははは 200200200200 円円円円、、、、ビジタービジタービジタービジターはははは 300300300300 円円円円    

    

    

会員会員会員会員によるによるによるによる自主講座自主講座自主講座自主講座のののの開催開催開催開催    

 

第 6回学習会<探訪>で実施の「ミニ歴史講座」

を再設定します。<探訪>の当日は会場・時間の

制約で、話し手･聞き手の双方にとって心残りな

結果となりました。また<探訪>のため、止むを

得ず欠席の会員も多数ありました。今回は十分

な会場と時間を用意し、話し残しの部分を加え、

全会員に心置きなく講座を楽しんで頂ける形に

ドレスアップして実施するものです。 

 

ﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏ：：：：六浦六浦六浦六浦････金沢金沢金沢金沢のののの地名地名地名地名とととと地形地形地形地形    

日時日時日時日時：：：：2005200520052005 年年年年 12121212 月月月月 22222222 日日日日((((木木木木))))15:15:15:15:33330000～～～～17:3017:3017:3017:30    

場所場所場所場所：：：：金沢地区金沢地区金沢地区金沢地区センターセンターセンターセンター    大会議室大会議室大会議室大会議室    

参加参加参加参加：：：：会員会員会員会員はははは無料無料無料無料、、、、ビジタービジタービジタービジターはははは 500500500500 円円円円    
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「「「「INDEXINDEXINDEXINDEX 金沢金沢金沢金沢」」」」のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと予定予定予定予定    INDEXINDEXINDEXINDEX 金金金金沢編集委員会沢編集委員会沢編集委員会沢編集委員会 
 

 

 “わ”の会５周年記念事業として、「金沢に関

わる歴史事典」の編纂を３ｹ年計画で進めていま

す。全体としてはかなりハードな作業ですが、

ほぼ予定通りに進捗しております。 

今年８月までに約 1800 項目について、会員

有志と編集委員で説明文を執筆しました。その

見直で、説明不十分、丁寧すぎ、文献丸写し、

項目抜けなどの問題点が明らかになりました。 

現在、これらをクリアするために、「「「「レビュレビュレビュレビュ

ーーーー＆＆＆＆レベリングレベリングレベリングレベリング」」」」の作業を説明文の執筆者にも

出席をお願いし、時間をかけ丁寧に進めており

ます。また、新たに執筆に参加された分科会「寺

社を巡る会」のメンバー並びに会員有志で追加

項目の説明文作成を行っております。 

 今後は、下記スケジュールで、平成 19 年５

月の総会での配付を目指して参ります。

 

＜＜＜＜今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール＞＞＞＞ 

 第第第第１１１１回回回回レビューレビューレビューレビュー＆＆＆＆レベリングレベリングレベリングレベリング    平成平成平成平成 17 年年年年 9 月月月月～～～～18 年年年年 6 月月月月    
 歴史年表等付属資料作成歴史年表等付属資料作成歴史年表等付属資料作成歴史年表等付属資料作成    平成平成平成平成 18 年年年年 4 月月月月～～～～18 年年年年 9 月月月月    
 総会総会総会総会でででで経過経過経過経過をををを説明説明説明説明    平成平成平成平成 18 年年年年 5 月月月月    
 第第第第 2 回回回回レビューレビューレビューレビュー＆＆＆＆レベリングレベリングレベリングレベリング    平成平成平成平成 18 年年年年 7 月月月月～～～～18 年年年年 9 月月月月    
 最終最終最終最終チェックチェックチェックチェック    平成平成平成平成 18 年年年年 10 月月月月～～～～19 年年年年 3 月月月月    
 印刷印刷印刷印刷    平成平成平成平成 19 年年年年 4 月月月月    
 会員会員会員会員及及及及びびびび関係機関関係機関関係機関関係機関へへへへ配付配付配付配付 平成平成平成平成 19 年年年年 5 月月月月 

    

    

    
 

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４４４４回学習会回学習会回学習会回学習会    ｢｢｢｢『『『『絵地図絵地図絵地図絵地図いろいろいろいろいろいろいろいろ』』』』をををを旅旅旅旅するするするする｣｣｣｣        2005 年 8 月 20 日 

講師：県立金沢文庫学芸員 道津 綾乃 氏      出席者：86 名 （67％）  

 

○軽妙な話術で

ユーモアもあり

楽しく聞き易か

った。出来たら

プロジェクター

の併用を。 

○絵地図を裏と

表から見るなど

鑑賞の楽しみ方

が分かった。 

○金沢能見堂八景縁記は古文書のわりに読み易

かった。現代語版が見たい。 

○遊郭を起点に横浜の歴史を知りたいというキ

ッカケを得た。 

○寺尾郷絵図が重文指定されたことは大変素晴

らしい。 

○絵地図に表現されている当時の技術、情報の

取得の高さに驚いた。 

○金沢文庫所蔵の文書類の解説をテーマに取り

上げて欲しい。 

レビューレビューレビューレビュー＆＆＆＆レレレレべべべべリングリングリングリングの様子 
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第第第第５５５５回学習会回学習会回学習会回学習会    ｢｢｢｢中世中世中世中世のののの六浦六浦六浦六浦をををを探探探探るるるる｣｣｣｣       2005 年 9 月 10 日 

講師：中世史研究家 盛本 昌広 氏         出席者：87 名 （68％） 

 

○歯切れが良

く、声も通り、

資料を使った

具体的説明が

良かった。 

○六浦郷など

現在の居住地

の昔の姿が分

かり、良かっ

た。 

○瀬戸の内海

の殺生禁断と律宗の関係が印象に残った。 

○中世の六浦の重要性、地頭・郷のことが良く

分かった。 

○金龍院版絵図が具体的、詳細なのに驚いた。 

○古書籍（和名類聚抄、沙石集､吾妻鏡など）の

引用が多く、参考になった。 

○各層－武家・寺社－農漁村民・商人・凡下－

の生活について、をテーマに。 

○途中で終わったので是非続きを聞きたい。 

第第第第６６６６回学習会回学習会回学習会回学習会｢｢｢｢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｣｣｣｣ 2005年 10月 22日 

講師：探訪実行委員会 小俣 悦男 氏 他“わ”の会有志 出席者：75 名（59％）他にﾋﾞｼﾞﾀｰ：18 名  

 

○従来入れなかった北辰神社に参拝出来て良か

った。 

○金龍院の九覧亭に登れたこと、千代本の庭園

から海を見られたことが印象深い。 

○瀬戸神社が地域文化に与えた影響をもっと詳

しく知りたい。 

○上行寺東遺跡を破壊したマンション業者の傲

慢さにあきれた。 

○大道小学校の歴史資料館が懐かしかった。 

○訪問した寺での法話が欲しかった。 

○来年も金沢

地区以外の三

浦、鎌倉、横

須賀などの歴

史探訪を希望

する。 

 

  

北辰神社を特別参拝 料亭千代本の庭園を楽しむ 

（カラー写真集はホームページに掲載します） 
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  「「「「金沢能見堂八景縁金沢能見堂八景縁金沢能見堂八景縁金沢能見堂八景縁記記記記」」」」全全全全文文文文読下読下読下読下しししし 

    ････････････    第第第第 4444 回学習会資料回学習会資料回学習会資料回学習会資料のののの解読解読解読解読    ････････････        「「「「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」」」」    

 

「金沢能見堂八景縁記」は、去る８月 20 日

の第４回学習会で金沢文庫の道津先生から説明

を頂きましたが、未読部分もかなりありました

ので、「古文書を読む会」で全読下し文を作成し

ました。 

 なお原本は金沢文庫に保管されていますが、作

者はわかっていません。おそらく能見堂全盛の

文化・文政の頃に、八景見物のために観光ガイ

ドとして作成されたものではないでしょうか。

短いながらも大変簡潔にわかり易く説明されて

います。 

 

----- ページ①（学習会資料に付されたページ） ----- 

 

金沢能見堂八景縁記金沢能見堂八景縁記金沢能見堂八景縁記金沢能見堂八景縁記    

 

夫当山夫当山夫当山夫当山のののの濫觴濫觴濫觴濫觴をををを尋尋尋尋るにるにるにるに、、、、今今今今にいたりてにいたりてにいたりてにいたりて九百有九百有九百有九百有    

餘年餘年餘年餘年のむかしのむかしのむかしのむかし、、、、人皇五十九代宇多天皇人皇五十九代宇多天皇人皇五十九代宇多天皇人皇五十九代宇多天皇のののの御代仁和御代仁和御代仁和御代仁和    

年中年中年中年中にににに、、、、巨勢巨勢巨勢巨勢のののの金岡金岡金岡金岡といふといふといふといふ絵師東絵師東絵師東絵師東へへへへ下下下下りしりしりしりし    

ころころころころ、、、、此松此松此松此松ガガガガ根根根根にてにてにてにて、、、、かかるかかるかかるかかる海山海山海山海山のののの勝景勝景勝景勝景をををを書写書写書写書写    

さばやとてしばらくめでさばやとてしばらくめでさばやとてしばらくめでさばやとてしばらくめで侍侍侍侍りしうちりしうちりしうちりしうち、、、、雲霧雲霧雲霧雲霧のののの    

たちまひにたちまひにたちまひにたちまひに浦波嶋山浦波嶋山浦波嶋山浦波嶋山のさまのさまのさまのさま千変万化千変万化千変万化千変万化にににに    

見見見見へわたればへわたればへわたればへわたれば、、、、終終終終にににに筆筆筆筆をををを捨捨捨捨てててて賞歎賞歎賞歎賞歎せしとせしとせしとせしと    

なんなんなんなん、、、、それよりそれよりそれよりそれより里人此老木里人此老木里人此老木里人此老木をなずけてをなずけてをなずけてをなずけて筆筆筆筆    

捨松捨松捨松捨松といふといふといふといふ、、、、其後七十年餘其後七十年餘其後七十年餘其後七十年餘をへてをへてをへてをへて、、、、寛仁年中寛仁年中寛仁年中寛仁年中    

 

----- ページ② ----- 

御堂関白藤道長公此所御堂関白藤道長公此所御堂関白藤道長公此所御堂関白藤道長公此所にににに来来来来りりりり、、、、此絶景此絶景此絶景此絶景をををを    

めでさせめでさせめでさせめでさせ給給給給ひてひてひてひて草庵草庵草庵草庵をををを結結結結ばせばせばせばせ給給給給ひしはひしはひしはひしは、、、、    

すなはちすなはちすなはちすなはち此能見堂此能見堂此能見堂此能見堂なりけりなりけりなりけりなりけり、、、、其折其折其折其折しもしもしもしも彼彼彼彼    

関白殿関白殿関白殿関白殿めしめしめしめし給給給給へるへるへるへる御御御御ぞをぬきてぞをぬきてぞをぬきてぞをぬきて、、、、此正面此正面此正面此正面    

なるなるなるなる松松松松がががが枝枝枝枝にににに懸懸懸懸させさせさせさせ給給給給ひしをひしをひしをひしを、、、、里人里人里人里人らららら見申見申見申見申てててて    

よりよりよりより関白関白関白関白のののの絹懸松絹懸松絹懸松絹懸松とはとはとはとは申伝申伝申伝申伝へしなりへしなりへしなりへしなり、、、、夫夫夫夫よりよりよりより    

相相相相つづきてつづきてつづきてつづきて、、、、入江入江入江入江のののの上上上上にににに松松松松のののの森森森森のののの見見見見ゆるはゆるはゆるはゆるは、、、、    

其其其其さまのにたるをもてさまのにたるをもてさまのにたるをもてさまのにたるをもて塗桶山塗桶山塗桶山塗桶山とととと申申申申てててて、、、、    

富士浅間大富士浅間大富士浅間大富士浅間大ぼさつをぞぼさつをぞぼさつをぞぼさつをぞ祝祝祝祝ひひひひ奉奉奉奉りぬりぬりぬりぬ、、、、扨又此扨又此扨又此扨又此    

金沢八景金沢八景金沢八景金沢八景とととと申申申申はははは、、、、延宝年中唐土延宝年中唐土延宝年中唐土延宝年中唐土のののの沙門沙門沙門沙門    

東皐心越禅師東皐心越禅師東皐心越禅師東皐心越禅師、、、、常陸常陸常陸常陸のののの国水戸国水戸国水戸国水戸にににに来来来来りてりてりてりて    

居住居住居住居住しししし給給給給ひしがひしがひしがひしが、、、、かかるかかるかかるかかる勝景勝景勝景勝景をををを聞及聞及聞及聞及ばせばせばせばせ    

給給給給ひひひひ、、、、此山堂此山堂此山堂此山堂をとをとをとをとハハハハせせせせ給給給給ひつひつひつひつヽヽヽヽ、、、、彼国彼国彼国彼国なるなるなるなる西湖西湖西湖西湖    

瀟湘瀟湘瀟湘瀟湘のののの風景風景風景風景にににに其其其其ままなりとままなりとままなりとままなりと、、、、幽賞幽賞幽賞幽賞のののの    

あまりあまりあまりあまり一夜灯火一夜灯火一夜灯火一夜灯火のもとにてのもとにてのもとにてのもとにて八首八首八首八首のののの詩詩詩詩をををを    

作作作作りてりてりてりて、、、、雅懐雅懐雅懐雅懐をををを伸伸伸伸べべべべ給給給給ふふふふ、、、、すなすなすなすなハハハハちちちち其自筆其自筆其自筆其自筆のののの    

一軸今一軸今一軸今一軸今にににに当山当山当山当山のののの宝物宝物宝物宝物とはなりにけりとはなりにけりとはなりにけりとはなりにけり、、、、されされされされババババ    

そのそのそのその八景八景八景八景とととと申申申申はははは、、、、先先先先此此此此右右右右のののの山山山山のふもとなるのふもとなるのふもとなるのふもとなる    

 

----- ページ③ ----- 

田田田田間間間間のののの小小小小水水水水のののの流流流流よりよりよりより入江入江入江入江へかけてへかけてへかけてへかけて内内内内川川川川とととと    

申申申申をををを、、、、彼江天彼江天彼江天彼江天のののの寒色寒色寒色寒色にににに比比比比してしてしてして、、、、内内内内川川川川暮雪暮雪暮雪暮雪とととと    

名名名名付付付付、、、、同同同同くくくく向向向向ふのふのふのふの人家人家人家人家のののの見見見見ゆるをゆるをゆるをゆるを小泉村小泉村小泉村小泉村とととと    

申申申申にににに、、、、彼瀟湘彼瀟湘彼瀟湘彼瀟湘のののの夜夜夜夜雨雨雨雨のさひしさをのさひしさをのさひしさをのさひしさを忍忍忍忍びびびびてててて、、、、小泉小泉小泉小泉    

のののの夜夜夜夜のののの雨雨雨雨とととと称称称称しししし給給給給ふふふふ、、、、むかふのむかふのむかふのむかふの入江入江入江入江のののの上上上上にににに懸懸懸懸りりりり    

たるたるたるたる橋橋橋橋よりよりよりより右右右右のかたをのかたをのかたをのかたを瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸とととと申申申申をををを、、、、洞庭洞庭洞庭洞庭のののの    

秋色秋色秋色秋色にににに擬擬擬擬してしてしてして、、、、瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸のののの秋秋秋秋月月月月ととなへととなへととなへととなへ、、、、橋橋橋橋よりよりよりより    
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左左左左のののの人家人家人家人家のあたりをのあたりをのあたりをのあたりを洲崎洲崎洲崎洲崎とととと申申申申にににに、、、、山山山山市市市市のののの晴晴晴晴    

景景景景をををを移移移移してしてしてして、、、、洲崎洲崎洲崎洲崎のののの晴嵐晴嵐晴嵐晴嵐といひといひといひといひ、、、、夫夫夫夫よりよりよりより左左左左へへへへ    

あたりてあたりてあたりてあたりて、、、、平潟平潟平潟平潟とととと申沙申沙申沙申沙漠漠漠漠のののの見見見見ゆるをゆるをゆるをゆるを平平平平沙沙沙沙のののの    

秋興秋興秋興秋興になぞらへてになぞらへてになぞらへてになぞらへて、、、、平潟平潟平潟平潟のののの落雁落雁落雁落雁とよばせとよばせとよばせとよばせ    

給給給給ふふふふ、、、、相相相相つづきてつづきてつづきてつづきて東東東東南南南南のはてなるのはてなるのはてなるのはてなる山山山山よりよりよりより    

人家人家人家人家のあたりをのあたりをのあたりをのあたりを野野野野嶋嶋嶋嶋とととと申申申申にににに、、、、魚村魚村魚村魚村のののの夕夕夕夕    

陽陽陽陽をしたひてをしたひてをしたひてをしたひて、、、、野野野野嶋嶋嶋嶋のののの夕照夕照夕照夕照とのらせとのらせとのらせとのらせ給給給給ふふふふ、、、、夫夫夫夫よりよりよりより    

東東東東のののの浦浦浦浦わをわをわをわを乙艫乙艫乙艫乙艫とととと申申申申にににに、、、、遠遠遠遠浦浦浦浦のののの漁舟漁舟漁舟漁舟をををを    

思思思思ひいでひいでひいでひいでヽヽヽヽ、、、、乙艫乙艫乙艫乙艫のののの帰帆帰帆帰帆帰帆とよばせとよばせとよばせとよばせ給給給給ふふふふ、、、、称称称称名名名名    

寺寺寺寺ののののミミミミはははは目目目目にはにはにはには見見見見へへへへねどねどねどねど、、、、耳耳耳耳にこたへてあにこたへてあにこたへてあにこたへてあハハハハれれれれ    

をもよをもよをもよをもよほほほほすすすす、、、、遠寺遠寺遠寺遠寺のののの鐘声鐘声鐘声鐘声ををををおおおおもひやりてもひやりてもひやりてもひやりて、、、、    

 

----- ページ④ ----- 

称称称称名名名名のののの晩鐘晩鐘晩鐘晩鐘とはとはとはとは観観観観じじじじ給給給給ひしなりひしなりひしなりひしなり、、、、さればさればさればされば此此此此    

称称称称名名名名寺寺寺寺とととと申申申申ハハハハ、、、、仁仁仁仁王王王王八十九代八十九代八十九代八十九代亀亀亀亀山山山山のののの院院院院のののの御宇御宇御宇御宇、、、、    

文文文文永永永永年中年中年中年中、、、、北北北北條條條條越後越後越後越後守平実守平実守平実守平実時時時時みみみみことのりをことのりをことのりをことのりを    

かうふりてかうふりてかうふりてかうふりて草草草草創創創創しししし給給給給ひひひひ、、、、すなすなすなすなハハハハちちちち審審審審海上人海上人海上人海上人    

開基開基開基開基のののの道場道場道場道場なりなりなりなり、、、、寺領弐寺領弐寺領弐寺領弐千千千千石石石石餘餘餘餘寄附寄附寄附寄附しししし    

給給給給ふふふふ、、、、そのころしもそのころしもそのころしもそのころしもみみみみことのりによりてことのりによりてことのりによりてことのりによりて、、、、もろもろもろもろ    

こしこしこしこし船船船船此此此此うらによせきてうらによせきてうらによせきてうらによせきて、、、、西天東地西天東地西天東地西天東地儒釈儒釈儒釈儒釈    

道道道道のののの諸経諸経諸経諸経、、、、其餘其餘其餘其餘のののの内外内外内外内外のののの典籍典籍典籍典籍ななななどどどどすべてすべてすべてすべて此此此此    

寺寺寺寺ににににおおおおさめつればさめつればさめつればさめつれば、、、、今今今今にいたりてにいたりてにいたりてにいたりて金沢文金沢文金沢文金沢文庫庫庫庫    

とぞいふめるとぞいふめるとぞいふめるとぞいふめる、、、、扨又彼心越禅師扨又彼心越禅師扨又彼心越禅師扨又彼心越禅師のののの後後後後、、、、京極兵部京極兵部京極兵部京極兵部    

無無無無生生生生居士居士居士居士、、、、和和和和歌歌歌歌をををを詠詠詠詠じじじじてててて和和和和しししし給給給給ふふふふ、、、、夫夫夫夫よりよりよりより此此此此    

かたかたかたかた、、、、八景八景八景八景のののの絵絵絵絵図並図並図並図並にににに右右右右のののの詩詩詩詩歌歌歌歌をををを板行板行板行板行してしてしてして    

当山当山当山当山よりよりよりより出出出出しぬしぬしぬしぬ、、、、さればかかるさればかかるさればかかるさればかかる八景八景八景八景をををを一目一目一目一目にににに    

見見見見るのるのるのるのミミミミかかかか、、、、其餘其餘其餘其餘のののの景景景景趣趣趣趣かぞへかぞへかぞへかぞへ尽尽尽尽しがたししがたししがたししがたし、、、、    

金沢金沢金沢金沢にににに亀井亀井亀井亀井・・・・染井染井染井染井・・・・白白白白井井井井・・・・赤井赤井赤井赤井・・・・中中中中井井井井・・・・大大大大井井井井所所所所・・・・    

小井小井小井小井所所所所のののの七七七七井井井井ありありありあり、、、、美女石美女石美女石美女石・・・・姥石姥石姥石姥石・・・・福石福石福石福石・・・・飛石飛石飛石飛石のののの    

四石四石四石四石ありありありあり、、、、四望亭四望亭四望亭四望亭・・・・九九九九覧亭覧亭覧亭覧亭のののの二亭二亭二亭二亭ありありありあり、、、、其其其其外外外外    

西湖西湖西湖西湖梅梅梅梅・・・・黒梅黒梅黒梅黒梅・・・・桜梅桜梅桜梅桜梅・・・・文文文文殊桜殊桜殊桜殊桜・・・・普賢普賢普賢普賢桜桜桜桜・・・・青葉青葉青葉青葉    

 

----- ページ⑤ ----- 

のののの楓楓楓楓、、、、蛇蛇蛇蛇木木木木・・・・三本杉三本杉三本杉三本杉のののの八木八木八木八木もありしをもありしをもありしをもありしを大大大大かたかたかたかた    

枯枯枯枯れてれてれてれて、、、、はづかにはづかにはづかにはづかに残残残残れるがれるがれるがれるが彼彼彼彼称称称称名名名名寺寺寺寺にににに侍侍侍侍れれれれ    

ババババ、、、、いつれもいつれもいつれもいつれも尋尋尋尋ねねねねゆきてゆきてゆきてゆきて、、、、みみみみそなそなそなそなハハハハしししし給給給給へかしへかしへかしへかし、、、、    

其其其其外外外外にまにまにまにまだだだだ是是是是よりよりよりより見見見見ゆるはゆるはゆるはゆるは、、、、此東此東此東此東ののののミミミミねねねね    

なるなるなるなる二二二二木木木木のののの松松松松をををを村君太村君太村君太村君太夫夫夫夫のののの夫夫夫夫婦婦婦婦松松松松といふといふといふといふ、、、、    

夫夫夫夫よりよりよりより相相相相つづきてつづきてつづきてつづきて山山山山のすそなるのすそなるのすそなるのすそなる入江入江入江入江ののののミミミミ    

ぎぎぎぎハハハハにたてるをにたてるをにたてるをにたてるを、、、、君君君君がががが崎崎崎崎のひとつのひとつのひとつのひとつ松松松松とととと申申申申    

なりなりなりなり、、、、瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸のののの入江入江入江入江のののの橋橋橋橋のうちなるのうちなるのうちなるのうちなる小小小小嶋嶋嶋嶋をばをばをばをば    

照手照手照手照手のののの姫姫姫姫のいのいのいのいぶぶぶぶしししし嶋嶋嶋嶋といひといひといひといひ、、、、雀雀雀雀がががが浦浦浦浦のひとつのひとつのひとつのひとつ    

松松松松はははは、、、、野島野島野島野島のむかふなるのむかふなるのむかふなるのむかふなる室木室木室木室木村村村村のののの辰巳辰巳辰巳辰巳にににに    

ありありありあり、、、、野野野野嶋山嶋山嶋山嶋山のののの左左左左にににに見見見見ゆるゆるゆるゆるハハハハ鳥帽子鳥帽子鳥帽子鳥帽子嶋嶋嶋嶋、、、、    

そのそのそのその左左左左にににに見見見見ゆるはゆるはゆるはゆるは夏夏夏夏嶋嶋嶋嶋、、、、其其其其さきにとをくさきにとをくさきにとをくさきにとをく    

みみみみゆるはゆるはゆるはゆるは猿猿猿猿嶋嶋嶋嶋とぞいふなるとぞいふなるとぞいふなるとぞいふなる、、、、夫夫夫夫よりよりよりより向向向向ふのふのふのふの    

海海海海外外外外のののの東東東東南南南南につづけるはにつづけるはにつづけるはにつづけるは、、、、安房安房安房安房上上上上総総総総のののの山山山山々々々々    

にてにてにてにて、、、、すなはちすなはちすなはちすなはち鋸鋸鋸鋸山山山山もそれがもそれがもそれがもそれが中中中中にぞにぞにぞにぞみみみみゆゆゆゆ    

めるめるめるめる、、、、午午午午よりよりよりより未未未未申申申申はははは、、、、浦浦浦浦賀賀賀賀よりよりよりより鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉かけてかけてかけてかけて    

遠近遠近遠近遠近のののの連連連連山山山山、、、、まことにまことにまことにまことに波波波波濤濤濤濤ののののごごごごとくなるにとくなるにとくなるにとくなるに、、、、    

わきてならべるわきてならべるわきてならべるわきてならべる高高高高ねねねねののののミミミミゆるゆるゆるゆるハハハハ、、、、三三三三浦浦浦浦のののの 

 

----- ページ⑥ ----- 

二子二子二子二子山山山山にこそにこそにこそにこそ有有有有けれけれけれけれ、、、、又此筆捨松又此筆捨松又此筆捨松又此筆捨松のののの下下下下よりよりよりより    

西西西西にあたりてにあたりてにあたりてにあたりて、、、、四四四四時時時時にたへぬにたへぬにたへぬにたへぬミミミミねねねねのしらのしらのしらのしら雪雪雪雪ハハハハ、、、、    

かのかのかのかのみみみみなななな月月月月のののの望望望望にににに消消消消つつつつヽヽヽヽ其夜其夜其夜其夜ふりけりふりけりふりけりふりけり、、、、とととと    

むかしのむかしのむかしのむかしの人人人人のののの詠詠詠詠じじじじけるけるけるける、、、、するがのするがのするがのするがの冨冨冨冨士山士山士山士山にににに    

こそありけれこそありけれこそありけれこそありけれ、、、、さればさればさればされば久久久久かたのかたのかたのかたの雲雲雲雲のののの上人上人上人上人    

さへわくらさへわくらさへわくらさへわくらハハハハにとにとにとにとハハハハせせせせ給給給給へれへれへれへれババババ、、、、しらぬしらぬしらぬしらぬ日日日日のつくしのつくしのつくしのつくし    

よりよりよりよりみみみみちのくなるちのくなるちのくなるちのくなるゑゑゑゑぞがぞがぞがぞが千嶋千嶋千嶋千嶋のののの人人人人までもまでもまでもまでも、、、、    

折折折折にふれにふれにふれにふれ時時時時につれつにつれつにつれつにつれつヽヽヽヽ尋尋尋尋ねねねね来来来来てててて、、、、あるはあるはあるはあるは    

詩詩詩詩をををを作作作作りりりり、、、、あるあるあるあるハハハハ歌歌歌歌をよをよをよをよミミミミ、、、、あるあるあるあるハハハハ発句発句発句発句なとなとなとなと    

しつつしつつしつつしつつ、、、、こころこころにこころこころにこころこころにこころこころにおおおおもひをのべてぞもひをのべてぞもひをのべてぞもひをのべてぞ此此此此    

佳佳佳佳景景景景をばめでをばめでをばめでをばめで侍侍侍侍るぞよるぞよるぞよるぞよ、、、、かくてかくてかくてかくて居居居居ながらにながらにながらにながらに    

五五五五ケケケケ国国国国のののの勝勝勝勝興興興興をををを見見見見はるかしはるかしはるかしはるかし侍侍侍侍れれれれババババ、、、、外外外外にににに    

たたたたぐぐぐぐひのなきひのなきひのなきひのなき東海東海東海東海のののの仙窟仙窟仙窟仙窟、、、、天下天下天下天下のののの絶景絶景絶景絶景    

にこそにこそにこそにこそ侍侍侍侍れれれれ
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私私私私のののの映画人生映画人生映画人生映画人生    ～～～～映画映画映画映画にににに魅魅魅魅せられてせられてせられてせられて～～～～        石川石川石川石川    達司達司達司達司 

 

 私が映画をよく観始めたのは終戦後２、３年

経ってからだと思う。当時、東京深川不動尊前

から早稲田行きの都電があった。永代橋を渡り

日本橋を通過して神田一円を廻り飯田橋から

延々と終点の早稲田まで１時間30分位掛かった

と思う。そして神田の本屋街にも寄るが淡路町

で途中下車しシネマパレスと言う洋画専門館で

フランス映画２立てを良く見た。 

ジャンギャバン、シャネルボワイエ、ジェラ

ールフイリップ、マリーベルコリンヌリシェル、

そして若き日のダニエルダリューのこの世のも

のと思えぬ美貌に時間の経つのを忘れてしまっ

ていた。それらの映画の香気に酔って映画に夢

中になってのめり込んで行ったようだ。大学で

の授業、部活の卓球、父の会社でのアルバイト、

頼まれた家庭教師と結構忙しかった筈だが映画

を見る時間をどうやって作ったのか今考えても

良くわからない。 

私の映画鑑賞の原点はジャンギャバンの｢ペ

ペルモコ｣とイングリットバーグマンの「カサブ

ランカ」であったように思う。昭和 20年代、30

年代に見た和洋映画は 800 本を超えているだろ

う。その中にはこの 2 作品の様に戦前戦中に作

られた作品も多い。 

3 年前に私が見た洋画の俳優の名を書き出し

て見たことがある。男優ではジャンギャバン、

ジョンウエイ、ゲーリークーパー以下 50人ぐら

い。女優ではバーグマン、ダニエルダリュー、 

グリアガースン以下60人の名前を書き出すこと

が出来ました。  

しかし私が自分の恋人か女房にしたいと思っ

たのはウイリアムワイラー作『我等が生涯の最

良の年』(1948)のテレサライトであり、吉村公

三郎の｢暖流｣(1948)の水戸光子である。共にＡ

級の女優ではなかったが２人が私の好きなタイ

プだった。 

そして私は映画について拙文を書きながらそ

れを語る時それは日本の昭和史であり私なりの

自分史なのだと思った。日本人は戦争に負けて

国を愛する心を失いかけていたが混沌たる状況

下で懸命に働きさらに新しい時代を開拓して来

た。昭和の映画はその日本の流れを見事に映し

て来た鏡であると思う。 

最後に現在の反日感情の強い中国や韓国の特

に若年層に木下恵介の「二十四の瞳」や黒澤明

の「生きる」など見せてやりたい。これらの映

画を彼等が見れば戦後60年平和を希求する日本

民族の正しい姿を理解してくれるに違いないと

考える。現在両国とも政治的思惑の為に自国の

教育内容を極端に歪め日本への憎しみを不当に

煽っている。この映画は相互の和解に必ずや役

立つ筈だと思う。 



 9 

    

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学生時代学生時代学生時代学生時代のののの思思思思いいいい出出出出とととと共共共共にににに         永井永井永井永井    重信重信重信重信    

 

“わ”の会の分科会「懐かしの映画を観る会」

に参加して、古き若かった 60年前の思い出を代

表の素晴しい解説を聞きながら懐かしく回想し

ている。 

私は終戦の時、日本海側北陸の旧制中学３年

生で、映画館入場規制が解除され又校舎が空襲

と失火で 2 度全焼し、市内の商業学校を間借り

して２部授業を強いられていた事もあって、毎

日の様に此れも俄か作りのバラック映画館での

校外自主授業？であつた。   

当時、邦画は新作が数少なく、『愛染かつら』

『鞍馬天狗』など戦前の戦時色の少ない映画の

再上映でお茶を濁していたが、米画・欧画がス

ケールの大きさ、話題の豊かさ、豪華絢爛に圧

倒され、怒涛の如く輸入されて居た。 

その頃、“淀川長治”？等が主宰した『洋画の

友』の会員になり、次々と送られて来た会報の

中から次回映画鑑賞の題名を選択した。 

また『洋画の友』の支部（学校）の世話人代

表であつた私は、事務連絡（団体鑑賞）などで

映画館はフリーパス。観た映画の題名・主役・

感想をノート２冊に記録したが、60年前の事今

回の寄稿の参考にと探したが４回の引越しで見

当たらない。只パンフレットが少し残って居て

本当に懐かしい限りである。 

『風と共に去りぬ』、『ミラノの奇跡』、『ガス

灯』、『花嫁の父』、『ローマの休日』、『世界を彼

の腕に』、『烏』、『サンセツト大通り』、『大いな

る幻影』、『陽のあたる場所』等など次々と走馬

灯のように思い浮かぶ。勿論邦画も沢山観たが

矢張り印象が強いのは洋画であつた。 

代表にはご苦労をお掛けしますが、今後も毎

月２回の一時の楽しみを期待して居ます。 

    

    

若若若若きききき時代時代時代時代のののの映画映画映画映画のののの数数数数々々々々とととと懐懐懐懐かしきかしきかしきかしき再会再会再会再会    中川中川中川中川    秀明秀明秀明秀明 

 

1930年から 80年ごろまで最盛期で、多額の投

資のもとに映画が製作されました。そうした環

境の中、最良の映画が続出しました。50年、60 

年代にはアメリカ、日本、フランス、イタリア、

イギリスの傑作名画が上映されました。 

アメリカ映画ではサイレントからトーキヘ，

モノクロからカラーへと変わる中、作品も多彩

な物が出てきました。チャップリン、ウエスタ
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ン、スリラー、推理、恐怖、そしてＳＦ映画と

押し寄せてまいりました。一方日本映画は親子、

家族を題材にした人間ドラマやアクション、時

代劇、アニメ映画と進んできました。アニメ映

画は88年以来現在に至り今が全盛で世界のアニ

メをリードしています。 

現在の文化芸術は多様化になって観る部門が

多く、時世ですか目立った力作も無く、映画に

ついても多様な文化の一部に過ぎなくなったの

が現状ではないでしょうか。若き時代に感動と

娯楽で癒された懐かしい映画を鑑賞できる機会

に遭遇したことを感謝し、これからの人生へ心

の糧にしたいと思っています。 

    

    

    

中世中世中世中世のののの珠玉珠玉珠玉珠玉のののの街街街街をををを訪訪訪訪ねてねてねてねて 

        ～～～～西本智実指揮西本智実指揮西本智実指揮西本智実指揮プラハプラハプラハプラハ音楽祭音楽祭音楽祭音楽祭へへへへ～～～～    吉田吉田吉田吉田    雅子雅子雅子雅子 

    

ブルタバ(モルダウ)は青黒くゆったりと流れ

ていた。この川が取り乱すのを見たことがない。

いつも平然としていた。水鳥が舞っていた。両

岸の百塔の町並みの黒と白のコントラスト、ま

るで立体的な墨絵を見るようであった。  

1967 年がいよいよ過ぎ去ろうとしていた。旧

市街、市庁舎時計塔の前は混雑していた。プラ

ハ名物、天文時計が新年を告げる瞬間を見守ろ

うと集まった人々である。15 世紀に造られた由

緒あるこの時計塔には伝説があった。完成させ

てまもなく時計を作った名工は何者かに襲われ

目をつぶされてしまった。同じものを作らせな

い為であったというのだ。～春江一也著「プラ

ハの春」より～  

女優岸恵子もこの広場で夫であった仏映画監

督イヴ・シャンピの撮影を愛娘と共に見守った

幸せに満ちた日があったことをエッセイに綴っ

ている。 

こうした幾重もの序奏を経てプラハの地に立

ちたい、そしてカレル橋からブルタバの流れと

風を感じたいと願っていた。その時は確実に訪

れた。しかも西本智実という比類なき音楽の女

神に誘われて・・・。 

2005 年 8 月 6 日、スメタナホール、プラハ音

楽祭「Japanese Night」を若く美しい指揮者西

本智実が飾った。彼女の登場でホールは一層の

輝きを増した。曲は 1830 年に初演されたベルリ

オーズ＜幻想交響曲＞。時にささやくように、
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時に強音で奏でられ、ティンパニーと大太鼓が

とどろき始めたとき、ああこれが西本さんの音、

ベルリオーズの響きと胸が熱くなった。彼女の

音楽への真摯な献身が演奏に命を与えていた。

こうして東洋人の女性というむずかしい条件を

克服して彼女は念願のヨーロッパデビューを果

たしのである。  

世界遺産の街、プラハはナチの戦禍を免れた

中世の宝石箱とも称される美しい街である。で

も困りはてたのは、演奏会用の花を求めてさま

よった数時間・・・。音楽の都にしては花屋が

少なく、ホテルや広場にもない。尋ねるとバザ

ールのような中央市場にあるとのこと。夢中で

さがすが見当たらない。そして「フラワー」が

世界共通語ではないことを発見！。思いあまっ

て店先に飾られた花を指さすが無駄。「SUSHI」

の看板を見つけて飛び込むも、全員日本語は

NO！ どうしよう。もう時間がない。諦めかけ

た時、小さなボックスに花が・・・あったぁ・・・。

しかし鍵が掛かっている。私の中学生以下の英

語も通じず、身振り手振りで店先の「とうもろ

こし」売りのおジョウサンと交渉。おもむろに

ポケットから鍵をとりだして開けてくれた。花

の種類はおそろしく少なくて選ぶ余地もない。

やっとひとつの花束を指差すと何と値段がつい

てない。他のにしろという。ねばってねばって、

彼女は携帯電話で店主に連絡をとってくれ 450

コルナ(2250円)で花束を手にできた！！ メデ

タシメデタシ♪ 

    

    

    

プラハを流れるブルタバ川とカレル橋 Japanese Night の西本さん 

（カラー写真集をホームページに掲載します） 
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金龍院金龍院金龍院金龍院門前門前門前門前のののの石碑石碑石碑石碑         納富納富納富納富        優優優優

     

金龍院の門前、国道 16号に面したところに『八景一見之地飛石』と読める石碑が立っている。 

『飛石』の彫りは別の時代のものと思える。今回は、その裏面(東面)の字句について述べてみたい。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石造物を見る場合、彫られた文字以外にも 

①形状 ②寸法 ③字体 ④目的 ⑤建立年代  

⑥移設の有無 ⑦材質 ⑧材質の産地 ⑨書家・石工 ⑩加筆の有無 などなど 

考えるべき項目は多数ある。 

また、この碑文に関連して興味が湧くのは、「九覧亭」の名称が初めて使われたのはどの年代だっ

たかということだ。 

碑文(読み) 注   記 

旹 (トキニ) 時の古字・異字。 明の時代によく使われた。 

享 (キョウ） 

和 (ワ) 

二 (ニ) 

享和 2 年(1802)。 第 119代光格天皇、第 11

代将軍家斉。この年 7 月諸国に水害があった。

この 10 年後「飛石」は、地震で山の上から今

の場所に落ちたといわれる。 

壬 (ジン) 

戌 (ジュツ) 

年 (ネン) 

みずのえ(十干の９番目)。 

いぬ(十二支の１１番目)。 

「みずのえいぬのとし」と読んでもよい。 

孟 (モウ） 

秋 (シュウ） 

孟秋は 7 月。(春・夏・秋・冬)××××(孟・仲・季)

＝＝＝＝12ヶ月。「仲秋」の名月は旧暦 8 月 15 日。 

吉 (キチ) 

烏 (ウ) 

吉烏＝吉日。太陽に烏、月に兎。これから烏兎

＝日月(月日)となった。吉日・吉旦・吉辰・吉

期と同じ。吉を省き「日」だけを記すこともあ

る。 

當 (トウ) 

山 (ザン) 
昇天山・飛石山。当時の山号は？ 

現 (ゲン) 

住 (ジュウ) 
現在の(その時の)住職。 

彛 (イ) 

津 (シン) 

叟 (ソウ) 

彝と同じ。酒の入れ物。「守る」という意味 

も含むのかも。彛津は多分法号。「六浦の津を

守る」の意か、単なる「酒好き」か？     

痩せた老人の意。翁・老とほぼ同じ。隠居の意

も含む。第何代の住職だったのか？ 

造 (ゾウ) 

焉 (エン) 
(コレヲツクル)又は(ツクリオワンヌ)。 

＋：碑の所在場所 

『八景一見之地飛石』の碑 

写真提供：吉田純一氏 

(カラー写真をホームページ

に掲載します) 
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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２２２２））））    

～～～～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((((一清一清一清一清))))    

 

第 3 回 テーマ「晩夏の扇が谷」 

Ｈ17 年 8 月 4 日。晴時々曇り。10 時鎌倉駅

西口集合。午前中は巽神社・八坂大神・英勝寺・

薬王寺・浄光明寺 (昼食)の順に廻る。夏本番最

高気温 34 度の酷暑の中の吟行であった。午後は

11 月以降の「三浦半島探訪計画」と「三浦一族

の興亡」について、鎌倉ボランティア協会員の

講義を受ける。 

 

《北野 一清詠》 

蝉蝉蝉蝉ししししぐぐぐぐれれれれ火火火火のののの神祀神祀神祀神祀るるるる社社社社かなかなかなかな（巽神社）    

八雲八雲八雲八雲たつたつたつたつ素戔鳴尊素戔鳴尊素戔鳴尊素戔鳴尊晩夏光晩夏光晩夏光晩夏光（八坂大神）    

尼寺尼寺尼寺尼寺のののの尼尼尼尼のつむりやのつむりやのつむりやのつむりや蓮蓮蓮蓮のののの花花花花（英勝寺 3句）    

落蝉落蝉落蝉落蝉のののの短短短短きききき命掃命掃命掃命掃かれけりかれけりかれけりかれけり    

竹林竹林竹林竹林のののの竹竹竹竹ののののおおおおくなるくなるくなるくなる秋秋秋秋のののの風風風風    

巡巡巡巡るるるる会会会会片陰片陰片陰片陰づたひにづたひにづたひにづたひに薬王寺薬王寺薬王寺薬王寺    

森森森森深深深深きききき万万万万緑緑緑緑のなかのなかのなかのなか祠祠祠祠見見見見ゆゆゆゆ（浄光明寺）    

炎炎炎炎天下天下天下天下めめめめぐぐぐぐりしりしりしりし万万万万歩巡歩巡歩巡歩巡るるるる会会会会    

 

第 4 回 テーマ「初秋の深沢」 

 H17 年 9 月 1 日。晴時々曇り。10時大船駅東

口集合。モノレールで深沢下車。等覚寺・大慶

寺・東光寺・御霊神社（昼食）・青蓮寺の順に巡

る。本日は防災の日。しかも、二百十日の厄日

である。気節は秋というのに残暑厳しく今年 47

回目の真夏日であった。 

 

《北野 一清詠》 

 爽爽爽爽やかややかややかややかや大大大大船発船発船発船発ののののモモモモノレノレノレノレールールールール    

    等覚寺二等覚寺二等覚寺二等覚寺二百十日百十日百十日百十日のののの雲雲雲雲湧湧湧湧けりけりけりけり    

    秋蝶秋蝶秋蝶秋蝶のののの終終終終にににに憩憩憩憩ふはふはふはふは石石石石のののの上上上上（大慶寺 3句）    

    ままままだだだだ一人一人一人一人合掌合掌合掌合掌とかずむくとかずむくとかずむくとかずむくげげげげ寺寺寺寺    

 山門山門山門山門のののの改築改築改築改築中中中中やややや厄厄厄厄日日日日凪凪凪凪    

    曼荼羅曼荼羅曼荼羅曼荼羅にににに小小小小さきさきさきさき秋秋秋秋風東風東風東風東光寺光寺光寺光寺    

    景時景時景時景時のののの夢夢夢夢をををを重重重重ねねねねてててて法法法法師師師師蝉蝉蝉蝉（御霊神社 2句）    

    ほほほほととととととととぎぎぎぎすすすす山山山山ふところにふところにふところにふところに招魂碑招魂碑招魂碑招魂碑    

    名名名名刹刹刹刹のののの甍反甍反甍反甍反りけりりけりりけりりけり秋秋秋秋のののの空空空空（青蓮寺 3句）    

    つくつくしつくつくしつくつくしつくつくし大師御宝大師御宝大師御宝大師御宝前読経前読経前読経前読経せりせりせりせり    

    住住住住職職職職のののの説法佳境秋暑説法佳境秋暑説法佳境秋暑説法佳境秋暑しししし    

 

第 5 回 テーマ「玉縄・村岡の秋」 

H17 年 10 月 6 日。雨後曇り。10時大船駅西

口集合。久成寺・二伝寺・日枝神社・村岡城址

（昼食）・天嶽院・慈眼寺の順に廻る。秋雨前線

が関東の南岸に停滞し夜来の雨で心配したが、

回復し夕方には薄日ももれた。  

                

《北野 一清詠》 

 乱乱乱乱れれれれ萩鎌倉古萩鎌倉古萩鎌倉古萩鎌倉古道道道道狭狭狭狭めをりめをりめをりめをり    

    穂穂穂穂すすきのすすきのすすきのすすきのおおおおいでいでいでいでおおおおいでといでといでといでと久成寺久成寺久成寺久成寺    

    木木木木のののの実落実落実落実落つつつつ聖観音聖観音聖観音聖観音のののの本本本本堂堂堂堂にににに（二伝寺 2句）    

    山山山山辺辺辺辺なるなるなるなる「「「「蕪村蕪村蕪村蕪村のののの句碑句碑句碑句碑」」」」やややや竹竹竹竹のののの春春春春    

    どどどどんんんんぐぐぐぐりのりのりのりの右右右右にににに落落落落つればつればつればつれば日枝日枝日枝日枝神社神社神社神社    

    百百百百舌鳥舌鳥舌鳥舌鳥なくやなくやなくやなくや相相相相模模模模とととと武蔵武蔵武蔵武蔵のののの国国国国境境境境（村岡城址） 

    秋秋秋秋めけるめけるめけるめける七堂七堂七堂七堂伽藍整然伽藍整然伽藍整然伽藍整然とととと（天嶽院）    

    境内境内境内境内のののの梵梵梵梵鐘鐘鐘鐘ふりぬふりぬふりぬふりぬ柿柿柿柿のののの秋秋秋秋（慈眼寺）    

    秋秋秋秋最最最最中一万中一万中一万中一万二二二二千千千千歩歩歩歩踏破踏破踏破踏破せりせりせりせり    

 

 追録：今回で「鎌倉俳句寺社めぐり」を終了

した。この間、鎌倉の寺院 59・神社 24・史跡

47、計 130ヶ所を探訪し、次回から舞台が鎌倉

から三浦半島へ移るのでご期待下さい。 
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2006年 3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    

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 

1月 

1月 5日(木) 集合：10時､横須賀中央駅 

テーマ：衣笠方面 

行動：衣笠城址～清雲寺～満願寺他 

 1月 12日（木）天和の「定書」（1684） 

 1月 26日（木）泥亀新田開発（最終回） 

2月 

2月 2日(木) 集合：10時､三崎口駅 

テーマ：三崎方面 

行動：見桃寺～本瑞寺～大椿寺他 

 2月 9日（木）天和の「定書」（1684） 

 2月 23日（木）隅田川往来 ほか 

3月 

3月 3日(金) 集合：10時､ＪＲ逗子駅 

テーマ：浄楽寺とその周辺 

行動：浄楽寺～天神島～佐島他 

 3月 9日（木）天和の「定書」（1684） 

 3月 23日（木）隅田川往来 ほか 

分科会 

代表の 

一 言 

深まり行く秋、源頼朝と三浦一族との関係、

三崎の伝説を訪ねる。皆様も私達と訪ねて

みませんか。 

秋の夜長、学習の遅れを取り戻しましょう。 

天和の「定書」は五代将軍綱吉時代のもの。初

心者には最高のお手本で、傍聴を歓迎します。 

 

 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    

12月 

12月 16日(金) 東京○4 コース 

歴史のみち。これで東京は終了。 

雨天の場合は 3月 16日(金)に延期 

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」 

1月 

1 月 19･20 日(木･金) 千葉○1 ～○3 コース 

坂東太郎・鳥・古墳を訪ねるみち。 
 

1月 23日(月) 泥の河    「木村プロ」 

1月 30日(月) 巴里のアメリカ人 「米」 

2月 

2月 16日(木) 千葉○4 ・○28 コース。 

水鳥・沼めぐりのみち。 

冬場は雪の少ない千葉県を歩く。 

2月 13日(月) ゴッドフアザー  「米」  

2月 27日(月) 蒲田行進曲    「松竹」 

3月 

3 月 16･17 日(木･金) 埼玉○1 ～○2 コース 

水源・奥武蔵の古刹を訪ねるみち。 
 

3月 13日(月) 市民ケーン    「米」 

3月 27日(月) 巴里の屋根の下  「仏」 

分科会 

代表の 

一 言 

神奈川・東京の次は埼玉県。ただし、冬場

は雪を避けて千葉県。毎月の山登りでメン

バーも少し山に慣れてきました。 

毎回、30 人前後で往年の名画に酔いしれてい

ます。まだまだ多くの名画が待機中です。これ

からも皆で楽しみたいと思っております。 
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発行周期 ４回/年（2、5、8、11月） 

発 行 者 金沢区生涯学習“わ”の会 

編集後記編集後記編集後記編集後記        

曹洞宗開祖、道元禅師の言葉に『而
ジ

今
コン

』と言うの

があります。『今日、今時を懸命に生きる』という

ことです. 

そんな、今、この時を活動する分科会「古文書を

読む会」と「懐かしの映画を観る会」の皆様に本号

はスポットが当りました。（順） 編集責任者 

小 岩 克 介 
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