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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    11116666    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    

            
運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ   

2006 年度学習会予定 ・・・・・・・・・・・・・・ ２２２２ 

分科会「和の俳句会」新設・メンバー募集 ・・・・・・・・・・・・・・ ３３３３ 

2006 年度の会員募集 ・・・・・・・・・・・・・・ ３３３３ 

フォーラム KANAZAWA のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・ ４４４４ 

「INDEX 金沢」の進捗と予定 INDEX 金沢編集委員会・・・ ５５５５ 

“わ”の会蔵書・資料 ・・・・・・・・・・・・・・ ５５５５ 

学習会学習会学習会学習会              

学習会の感想(アンケート結果) ・・・・・・・・・・・・・・ ６６６６ 

分科会報告分科会報告分科会報告分科会報告   

｢和の俳句会｣の新設にあたって 分科会代表 北野 清市・・・・ ７７７７ 

会員会員会員会員のののの寄稿寄稿寄稿寄稿   

近郊の寺社を訪ねて想う 内田 新二・・・・・・・・・ ８８８８ 

体験 ～道標を求めての道すがら～ 蒲谷 初男・・・・・・・・・ ９９９９ 

私の余生 川上 貞夫・・・・・・・・・ １０１０１０１０ 

分科会「古文書を読む会」に参加して 深沢 勝美・・・・・・・・・ １１１１２２２２ 

東京都 4 番コース 歴史のみち 太田 八百丸・・・・・・・・・ １１１１３３３３ 

鎌倉俳句寺社めぐり〔Ⅲ〕(その３) 北野 清市 ・・・・・・・・・ １１１１５５５５ 

分科会分科会分科会分科会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ      

2006 年６月までの予定    ・・・・・・・・・・・・・・ １１１１６６６６ 

平成平成平成平成 11118888(200(200(200(2006666))))年年年年 2222 月月月月    
ホームページホームページホームページホームページ:::: http://wanokai.web.infoseek.co.jp////    メールメールメールメール: : : : kanazawa_wanokai@infoseek.jp    
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2002002002006666 年度年度年度年度学習会予定学習会予定学習会予定学習会予定((((日時日時日時日時････講師講師講師講師などなどなどなど詳細詳細詳細詳細確定確定確定確定))))    

－－－－    総会総会総会総会・・・・第第第第 1111 回学習会回学習会回学習会回学習会はははは 5555 月月月月 13131313 日日日日((((土土土土)9:10)9:10)9:10)9:10 からからからから    －－－－ 

 

 

2006 年度学習会年度学習会年度学習会年度学習会のののの特徴特徴特徴特徴 

本会の学習会は設立目的である「我が街かな

ざわの歴史を訪ねて」に添って、座学と探訪の

組合せで実施してきました。2006年度もこれに

添い、皆様方からの学習会毎のアンケートや

個々のご意見等を斟酌し、講師をお願いしまし

た。 

皆様から強いご希望がありました「武州金沢

藩」「布川家文書」「中世の六浦」にいては 2005

年の続きをお話し頂くことにしました。また、

楠山先生には引続きスライドを活用した金沢の

古い記録をお話し頂きます。金沢文庫では企画

展示に関わるお話と展示見学を実施します。新

しくは、朝比奈の歴史に詳しい赤嶋昌夫氏、寺

社建築について粕山英一氏に講演を頂くことに

しました。毎年１回実施してきました探訪はス

ケジュールに組込めなく、関連座学の翌週に特

別実施します。 

2005年度には定例に加えて「会員による自主

講座」と「横浜開港資料館の協力による特別公

開講座」を開催しましたが、2006年度も定例学

習会を補完する講座を開きたく思っております。 

 

総会総会総会総会とととと第第第第 1 回学習会回学習会回学習会回学習会 

第１回学習会の当日は学習会に先だって、総

会を開催します。お楽しみの学習会が後に控え

ていますので、総会は定刻に始めたいと思いま

す。当日は受付を早めに(9:00～9:05)済ませて

頂けますようにお願い申し上げます。受付は

9:00 から開始です。

 

№ 日 時 場 所 講   師 テ  ー  マ 

 ““““わわわわ””””のののの会総会会総会会総会会総会( 9:10~) 

１ 
5月 13日（土） 
9：10～12：00 

能見台地区 
センター 横浜市歴史博物館 

学芸員   斉藤 司 氏 

武州金沢藩武州金沢藩武州金沢藩武州金沢藩(２２２２) ( 9:40~) 

藩士藩士藩士藩士のののの生活生活生活生活 ―――― 人生儀礼人生儀礼人生儀礼人生儀礼をををを中心中心中心中心にににに 

２ 
6月 10日（土） 
9：30～12：00 

金沢地区 

センター 

横浜開港資料館 
調査研究員 西川 武臣 氏 

江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代のののの金沢金沢金沢金沢(２２２２) 

３ 
7月 08日（土） 
9：30～12：00 

能見台地区 
センター 

金沢の歴史資料 
蒐集家   楠山 永雄 氏 

伊藤博文公伊藤博文公伊藤博文公伊藤博文公とととと金沢金沢金沢金沢                                        

４ 
8月 05日（土） 
9：30～12：00 

県立金沢文庫 
県立金沢文庫  
主任学芸員 永井  晋 氏 

金沢文庫古文書金沢文庫古文書金沢文庫古文書金沢文庫古文書へのへのへのへの誘誘誘誘いいいい 

５ 
9月 09日（土） 
9：30～12：00 

金沢地区 
センター 

寺社建築研究家 

   粕山 英一 氏 
寺社建築寺社建築寺社建築寺社建築についてについてについてについて 

６ 
10月 14日（土） 
9：30～12：00 

能見台地区 
センター 

郷土史研究家 

   赤嶋 昌夫 氏 
朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈のののの歴史歴史歴史歴史 

７ 
11月 18日（土） 
9：30～12：00 

金沢地区 

センター 

中世史研究家 
  盛本 昌広 氏 

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(２２２２) 

注意注意注意注意：：：：第第第第 4444 回学習会回学習会回学習会回学習会のののの日程日程日程日程がこれまでのごがこれまでのごがこれまでのごがこれまでのご案内案内案内案内からからからから変更変更変更変更になっていますになっていますになっていますになっています。。。。
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分科会分科会分科会分科会「「「「和和和和のののの俳句会俳句会俳句会俳句会」」」」新設新設新設新設・・・・メンバーメンバーメンバーメンバー募集募集募集募集    

    

この度、新しい分科会「和の俳句会」が発足

することになりました。つきましては、新分科

会のメンバー募集を行います。奮ってご応募下

さい。 

 

☆ 分科会分科会分科会分科会のののの概要概要概要概要 

・ 名 称：「和の俳句会」 

・ 代表者：北野 清市 

・ 世話人：兒玉 國宏、鈴木 勇夫 

鈴田 祥代、小岩 克介 

・ 活 動：平成 18年 6月から毎月 1回、 

2～3時間ほどの句会を開催 

・ 会 費：入会時 2000円（会場費、用紙代、

連絡費等）。その後は不足の毎に

追加徴収。  

☆ 応募方法応募方法応募方法応募方法 

・ 電 話： 783-0474（小岩） 

・ メール： 

kanazawa_wanokai@infoseek.jp 

 

◎初心者大歓迎 

◎17 音の日本最短詩を紙一枚と鉛筆一本で

参加し、自身の生きた証の一行詩を作りま

せんか！！ 

    

＜＜＜＜    分科会代表の北野氏は会報 7 号以来の連

載「鎌倉俳句寺社巡り」の筆者で、もちろん“わ”

の会会員です。また、区内の東風俳句会主宰で、

金沢俳句会の会長もされています。句集も 2 冊

出版されており、俳句の実力者です。分科会で

は親しくご指導頂けることと思います。＞＞＞＞    

    

    

2006200620062006 年度年度年度年度のののの会員募集会員募集会員募集会員募集((((継続会員継続会員継続会員継続会員のののの状況状況状況状況とととと新規会員募集新規会員募集新規会員募集新規会員募集))))    

    

会員の皆様で、2006年度会員継続の手続きを

済まされた方は 107名、皆様の紹介で新規に入

会の手続きを済まされた方が３名、合計では

110名になっています。 

継続および紹介による募集はこれで終了とし、 

新規会員の公募を 2 月 18 日から始めます。要

領はチラシ｢わが街かなざわの歴史を訪ねて 

Ⅷ」に記載の通りで、ホームページにも同じ案

内を掲載します。また、3 月 11 日に開催の｢フ

ォーラム KANAZAWA｣の会場でも募集活動を

行います。 
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フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム KANAZAWAKANAZAWAKANAZAWAKANAZAWA ののののごごごご案内案内案内案内    

－－－－““““わわわわ””””のののの会会会会はははは、、、、「「「「展示展示展示展示」」」」とととと「「「「ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾈﾙﾃﾈﾙﾃﾈﾙﾃﾈﾙﾃﾞ゙゙゙ｨｽｶｯｼｮﾝｨｽｶｯｼｮﾝｨｽｶｯｼｮﾝｨｽｶｯｼｮﾝ」」」」にににに参加参加参加参加    －－－－    

    

    

今年も｢フォーラム KANAZAWA｣（主催：金

沢区生涯学習交流会実行委員会、共催：金沢区

役所）が３３３３月月月月 1１１１１日日日日(土土土土））））に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

で開催されます。 

 

～～～～学習学習学習学習グループグループグループグループやややや先生先生先生先生をををを 

おおおお探探探探しのしのしのしの方方方方はははは是非是非是非是非ごごごご来場来場来場来場をををを～～～～ 

 

前半（11：00～15：00）では、“わ”の会を

はじめ８つの生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習グループグループグループグループと 33 名の街街街街のののの

先生先生先生先生が参加し、それぞれの講座や教室の様子を

広く区民の方々に発表(実演実演実演実演・・・・体験体験体験体験・・・・説明説明説明説明・・・・展示展示展示展示)

します。“わ”の会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。 

 

～～～～学習学習学習学習グループグループグループグループやややや教室教室教室教室のののの設立設立設立設立････運営運営運営運営にににに関心関心関心関心をををを 

おおおお持持持持ちのちのちのちの方方方方もももも是非是非是非是非ごごごご来場来場来場来場・・・・ごごごご参加参加参加参加をををを～～～～ 

 

後半（15：00～17：30）の「「「「情報交流情報交流情報交流情報交流ののののひひひひ

ろばろばろばろば」」」」では、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・街の先生相

互の連携のあり方を話合うパネルディスカッシ

ョンが行われます。パネラーの一人として“わ”

の会会員（運営委員）が壇上に上ります。 

 

詳詳詳詳    細細細細    情情情情    報報報報 

発表・情報交流ひろばの開催場所・時間など

の詳細は実行委員会発行のチラシ｢生涯学習交

流会 2006 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_7_2006.html 

をご覧下さい。 

昨年度の様子は金沢区のホームページ 

 

 http://www.city.yokohama.jp/me/kanazawa/ 

12kurashi/10_1_4.html  

  

または“わ”の会のホームページ 

 

http://wanokai.web.infoseek.co.jp/koryukai/ 

koryu2005/koryu2005.html 

 

で分かります。 

 

 なお、｢金沢区生涯学習交流会実行委員会｣は

区役所の要請に応じて集まった「生涯学習グル

ープ」・｢街の先生｣および「区役所担当者」で構

成され、“わ”の会は実行委員会の一メンバーと

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。 

 また、｢フォーラム KANAZAWA｣での発表

者・パネラー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。 
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「「「「INDEXINDEXINDEXINDEX 金沢金沢金沢金沢」」」」のののの進捗進捗進捗進捗とととと予定予定予定予定    INDEXINDEXINDEXINDEX 金沢編集委員会金沢編集委員会金沢編集委員会金沢編集委員会 

 

 

有志と編集委員で約 1800 項目の説明文作成

を行い、現在、説明不十分・丁寧すぎ・著作権

などの問題をクリアーするために「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」を進めています。また、追加が必

要となった項目について新たに「寺社を巡る会」

メンバーと有志に参加を頂き、説明文作成作業

をしています。 

皆様の努力を結実させ、内容・体裁ともに整

った『金沢の歴史事典』に仕上げて行くにはこ

の「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」が極めて重要です。

そのため、金沢に地に育ち、金沢の歴史に詳し

い熊谷氏に、右記のように委員から副委員長に

昇格・着任を頂き、内容充実のリーダーシップ

を発揮して頂いています。 

 

委 員 長：岡本 茂男 

副委員長副委員長副委員長副委員長：：：：熊谷熊谷熊谷熊谷        哲哲哲哲、小俣 悦男    

委  員：小岩 克介、佐藤 栄一、納富 優 

伊澤 尚、沓掛 勝利、金間 誠一 

 

 今後については、以下のスケジュールで、完

成に向け邁進して参ります。 

 

● 第第第第 1 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：：：：～～～～18 年年年年６６６６月月月月 

● 歴史年表等付属資料歴史年表等付属資料歴史年表等付属資料歴史年表等付属資料：：：：        18 年年年年４４４４月月月月～～～～９９９９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：：：： 

18 年年年年７７７７月月月月～～～～９９９９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：：：：        18 年年年年 10 月月月月～～～～19 年年年年３３３３月月月月 

● 装丁装丁装丁装丁・・・・印刷印刷印刷印刷・・・・配付配付配付配付：：：：            19 年年年年１１１１月月月月～～～～5 月月月月 

 

 

 

 

““““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    －－－－新着蔵書新着蔵書新着蔵書新着蔵書－－－－    
 

 

会報 14号（2005.8）で、“わ”の会として所

蔵する全書籍・資料類を「“わ”の会蔵書・資料

類一覧」として掲載しました。その後、下記の

ように会員秘蔵の歴史資料や自作著書の寄贈を

頂戴しました。寄贈を頂いた会員に御礼申し上

げますと共に会員の皆様のご利用を御願い致し

ます。 

 

No 著者・編者 
書     名 

資  料  名 
発行日 発行元 

入手日 

（入手法） 

12 金沢区役所 金沢百景抄 1978.8.1 
金沢観光 

協会 

2005.10 

(寄贈：相川氏) 

13 
新金沢発掘隊

（SKOP） 

金澤発見伝（其の弐） 

金澤今昔地図 
1997.２ 

金沢区役

所 

2005.10 

(寄贈：相川氏) 

14 小倉英明 

私の見た中世(八) 

―「吾妻鏡」のなかの 

北条時房と子― 

2006.1.15 小倉英明 
2006.1 

(寄贈：小倉氏) 

15 
横浜開港 

資料館 

【地域資料を読む 1】 

横浜市金沢区 布川家文書 
2006.12.14 

横浜開港 

資料館 

2006.1 

(寄贈：発行元) 
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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７７７７回学習会回学習会回学習会回学習会    ｢｢｢｢金沢金沢金沢金沢のののの海海海海のののの歴史歴史歴史歴史とととと今今今今｣｣｣｣        2005 年１１月２６日    

講師：県水産技術センター  主任研究員 工藤 孝浩 氏  出席者：86名 （67％） 

 

○ 資 料 を

使い具体

的に説明

されて大

変良かっ

た。 

○ 海の再

生に対す

る真摯な

素晴らし

い取組姿

勢に感服。 

○ 海の再生のためのアマモや葦の植栽、育成が

印象深かった。 

○ 魚達の海、汽水域、河川を回遊する生態に興

味を持った。 

○ 江戸時代の港内漁業の実態（３８職）の多さ

にびっくり。 

○ アマモの植栽とその後の魚の動態をもっと

知りたい。 

○湾再生のため私たちは何をしたらよいか考え

させられた。 

    

    

自主講座自主講座自主講座自主講座    ｢｢｢｢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｣｣｣｣   2005 年１２月２２日    

講師：“わ”の会会員 納富 優 氏  出席者：41名 

 

○ 大変幅広く研究されていて、講師の博学に驚

いた。 

○ 講師の独創的な意見が多かった気がする。 

○ 久良岐、六浦、金沢についての説明が興味深

かった。 

○ 非常に独創性に富んだ各事項で興味深く聞

けた。 

○ 地名に関してもいろいろな考え方があるこ

とが分かった。 

○ 地名学から見た「金沢の地名」について掘り

下げて欲

しい。 

○ 金 沢 の

河川につ

いて（地

形につい

て）もっ

と詳しく

知りたい。 
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   「「「「和和和和のののの俳句会俳句会俳句会俳句会」」」」のののの新設新設新設新設にあたってにあたってにあたってにあたって    

    分科会代表分科会代表分科会代表分科会代表    北野北野北野北野    清清清清市市市市    

 

 

“わ”の会の新しい分科会として、「和の俳句

会」が開設されることになりました。 

 

  春立春立春立春立つやつやつやつや和和和和のののの俳句会誕生俳句会誕生俳句会誕生俳句会誕生すすすす        一清一清一清一清 

 

 皆さん、「和の俳句会」に入り、自分の俳句を

作ってみませんか。世界にただ一つしかない自

分の俳句を創作して見ませんか。これは素晴し

いことです。これは間違いなく貴方の生き甲斐

になります。一枚の紙と一本の鉛筆で、17文字

の日本最短詩を作りましょう。 

 「和の俳句会」では、初心者にあわせたカリ

キュラムで進めて参りたいと考えております。

因みに、俳句とは何ぞやからはじめまして、句

会の手順、吟行の心得、俳句の作り方の ABC、

先達の秀句の鑑賞などステップ・バイ・ステッ

プで進めて参ります。また具体的な勉強会とし

て、金沢区民俳句大会や金沢区民俳句吟行会へ

参加して、見聞を広めて参ります。そして基本

的には、毎月 1 回句会を開催し、俳句の発表･

鑑賞の場とし、あるいは俳句練達の道場として、

それぞれの実力を向上して参りたいと考えてお

ります。 

 いずれに致しましても、わが街かなざわは、

古都鎌倉と首都東京に隣接し、世界へ開けた海

をもち、海の匂いと豊かな緑の文化・文教の街

であります。この点、俳句づくりには絶好の立

地条件のもとにあると言えます。 

 従って、この素晴しいかなざわの大自然のも

と、花鳥風詠を愛で、四季を友として、皆さん

と一緒に、現代を広く詠んで参りたいと考えて

おります。 

 

  初刷初刷初刷初刷やややや生生生生きたきたきたきた証証証証のののの一行詩一行詩一行詩一行詩        一清一清一清一清 
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近郊近郊近郊近郊のののの寺社寺社寺社寺社をををを訪訪訪訪ねてねてねてねて想想想想うううう    「「「「寺社寺社寺社寺社をををを巡巡巡巡るるるる会会会会」」」」代表代表代表代表    内田内田内田内田    新二新二新二新二 

 

分科会が発足して早 4 年目を過ぎようとして

いる。現在、会員数も 30名を超え、寺社探訪も

軌道に乗り、発足当時の不安と戸惑いが嘘のよ

うに思われる。 

時の流れは、あらゆるものを消し去り、常に

変貌をもたらすものだ。しかし歴史の都、鎌倉

や金沢の存在価値は変わらない。狭い町ながら

幕府の置かれた事実は消す事ができない。鎌倉

や金沢は町全体が史跡で、時の流れが消し去っ

た部分を思い起こし、ガイドの説明を聞きなが

らタイムスリップして当時をイメージして歩く

と、頼朝や政子、武士たちが戦った場所や交易

船が出入りした六浦波止場、またマーケットの

ような賑わい見せていた商業エリヤなど、往時

の風景を思い浮かべながら、史都のイメージ散

歩をするのは大変楽しいものである。 

この楽しみ方に気がついたのは、つい最近の

ことである。歴史の世界に対する私の知識は完

全ではないが、探訪後、時間をかけ、さまざま

なガイドブックや文献を読み、調べたりして、

再度歩いてみると自己流のイメージが湧いて楽

しいものだ。 

歴史は、私たちにいろいろな事を教えてくれ

る。歴史学者によって掘り起こされた史跡のお

かげで、私達は先人の英知を学び、人間の心理

に触れることができる。名所旧跡の場所を確認

して歩くだけでなく、自分流に仏像や建築物を

見て、歴史の風景を求めて歩くと楽しいものだ。

環境破壊をもたらす開発は困るが、史跡のイメ

ージ開発はもっと行うべきだと思う。 

最近、テレビやメディアの影響なのか、ある

いは都会生活という砂漠のような環境で気が狂

いそうになる日々を逃れ、祖先が歩んだ道を振

り返り、寺社境内の木立の中に身を置き、無意

識に自己保全のためにかは解らないが、多くの

方が巡り歩いている。 

如何ですか？自己流で、気楽に、私達「寺社

を巡る会」会員と共に歩いてみませんか。 
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体験体験体験体験    ～～～～道標道標道標道標をををを求求求求めてのめてのめてのめての道道道道すがらすがらすがらすがら～～～～        蒲谷蒲谷蒲谷蒲谷    初男初男初男初男    

 

高く林立する杉の木に遮られ、午後半ばの森

の中には充分な明るさは無かった。そんな人気

のない山道を歩きながら･････ふとこう考えた。

もし道標が無かったら？ 

 小生が歴史に幾分なりとも関心を抱き、失い

つつあった心身の健康の回復を求め、「“わ”の

会」入会に端を発し、更にその分科会に入会し

た動機、そしてその後の事象を紹介し、皆様に

何かのご参考に供したいと思い、拙い文を省み

ず書き記した次第です。 

 さて話は戻りますが、この時期、夕暮れは思

いの外早い。そして辺りは闇に。やはり道に迷

ったようです。事の発端は母の死去に有ったよ

うです。2 年も前になりますが、母は風邪をこ

じらせて肺炎を誘発し、そして入院。40日の治

療も空しく帰らぬ人になりました。この間の付

き添いは、誇る訳ではありませんが、当病院の

看護師の方々に「今までこんなに徹底した付き

添いは見たこと無い」との評価を頂くほどのも

のでした。 

心身ともに疲れ果て、気付いてみたら、今ま

で心のどこか片隅に何時もしっかりと存在して、

これからの行き先を示していたはずの道標が、

何時の間にか跡形もなく消え失せていたのです。

生きていく事の根幹に関わる何かを見失ったの

です。いえ、もともと持っていなかったのかも

しれません。そんな状態の中で、漫然とした思

いで、何か手掛りを求め、「“わ”の会」に入会

させて頂きました。 

ほぼ同世代の、同じような人生経験を恐らく

持たれている方々が、こんなに沢山一心に歴史

講座に耳を傾けて居られる姿に心打たれるもの

がありました。と同時に何かしら安心した気持

ちになれました。そして、各方面にわたり、色々

な領域で自身を磨かれて居られる会員の方々の

多い事に驚かされました。まさに多士済々とい

うことです。そして小生も自分なりの道標を、

と気持ちが前向きに転換して行くことになりま

した。 

 まずは体力の回復を。小生が「“わ”の会」の

分科会「ふれあいの道歩こう会」に入会させて

頂いたのは、昨年の 5月の事になります。「“わ”

の会」の総会で、分科会の概要を宮原代表が説

明されたのを拝聴してからです。宮原さん直々

に御同行頂き、登山靴等一式を揃え、約 2 ヶ月

のトレーニング。やっと自信もつきましたので、

7 月の例会から会員の方々と同行させて頂いて

初登山。色々と教えを仰ぎながら、汗だくの高

尾山への歩きを何とかクリアー。8 月は都合で

休み、９、10、11、12月と参加し、おまけにな

んと 11月の御岳山コースでは、当番の役割も頂

き、会員の方の先頭で歩かせて頂いたのも良い

思い出になりました。半年余りの歩きを通し、

体力回復の当初の目的は十二分に達せされたも
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のと思っております。ただ寒い早朝での歩行は

血圧の上昇が怖いので、ただ今は冬眠中です。 

さてはて、道標を求めての心の旅路も道半ば。

まだまだ先は長い道のりのようです。昨年 11月

より「寺社を巡る会」にも入会しました。以前

から入会してみたかった分科会です。寺院は心

の故郷のようで、訪れただけで心が落ち着きま

すし、個人だけでは中々見せて頂けない仏像・

仏画等の文化遺産にも触れる機会に恵まれたり

いたします。小生にはほとんど知識はございま

せんが、ガイドさんやご住職さん、他の会員さ

んのご説明を参考にさせて頂き、3 回ほどの参

加ですが楽しく歩かせて頂きました。締めくく

りの飲み会も、これまた楽しく、新年会は深酒

でした。いずれは訪れる冥土の旅の一里塚への

入り口はお寺さんです。あまり堅苦しく考えず

気楽に入会して、勉強はその後でと、甚だ心掛

けの悪い不遜な会員であるかも知れません。 

ここまで歩いて参りまして、どうやら道標が、

少しずつ彼方へ見えて参りました。そのきっか

けはやはり出会いでした。ある道をとても熱心

にたどって居られるある会員の方に導かれ、今

まさに同じ道を歩んで行こうと、心に決め、励

んでいる最中であります。これまでの迷い迷い

の道中の道すがら思いましたことは、もともと

道標など無いのでは････。探す物ではなく････。

さてはて、もう道には迷いたくはございません

が････。 

最後に、これまでの道中の中で、多くの方々

に何かと温かきご指導を頂きました事、紙面を

お借りして厚く御礼申し上げる次第であります。 

 

 

    

    

私私私私        のののの        余余余余        生生生生          川上川上川上川上    貞夫貞夫貞夫貞夫 

 

 古希を直前に職縁社会から開放されて、ホッ

としたのも束の間、気が付けば家の中にさえ落

ち着く場所がなかった。当てにして待っていて

呉れる人がいないと思うと、何とも寂しい。今

の住まいに暮らして 30余年も経つのに、御近所

の奥様４、５人御挨拶出来る程度。男は外で稼

いでくれば良いと言われていたにしてもだらし

なさ過ぎる。 

 図書館で本を借りて来たり、散歩といえば海

の公園から称名寺へ廻わり、金沢文庫の展示品

を見学したりして時間を過ごしたが、生き甲斐

のない暮らしほど疲れるものはない。旧い友人

とお茶を飲んだり、旅にも出てみたが、何とし

ても心中の空疎さは残る。家内はといえば、当
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分こんな事だろうと思っていた節もあり、当た

らずさわらずを決め込んでいる様子だった。 

 勤めに出ていた頃は読んだ事さえなかった回

覧板に目を通して、柄にもなくお隣さんに届け

る。月に１回程の道路清掃に参加。防犯を兼ね

た「火の用心」の夜まわりにも出て見た。直ぐ

に気軽に話が出来るとは思わないが、参加する

自分を試したかった。 

 ３ヶ月も過ぎた頃から、市や区の広報紙とか

区役所や図書館のパンフレットで、各所に趣味

の教室や、同好の士の集まりのある事がわかっ

て来た。早速自分の趣味や、長続きしそうな教

室を選んで参加する事にした。寺社めぐりや歴

史探訪に参加するたびに、古い書物や文書、巻

物の展示品に出会い、何となく古文書の解読に

関心を持っていた。 

 或る日、県の広報誌で葉山図書館で「古文書

解読入門一日講座」のある事を知り、受講。そ

の時の講師は神奈川県立公文書館の研究員の

方々で、そちらにも入門講座のあることを聞き、

続けて受講。公文書館は６回の受講で、どうや

ら古文書解説の糸口はつかめた。いずれの講習

会も応募者多数で抽選だったのに初回で当選。

運も良かった。従って受講生の皆さんは大変熱

心で、圧倒され、古文書人気のすごさを新ため

て実感した。 

 「“わ”の会」に仲間入り出来たのはこの頃で

す。初めての講座に出席した時、講座の企画運

営、各分科会の活動、スタッフの皆さんの温か

な御人柄に触れ、この「“わ”の会」のますます

の発展を確信した。勿論古文書同好の分科会「古

文書を読む会」にも入会して今日に至っている。 

 教材の選択、解読、解説、資料コピー、会場

の確保、設営まで、以上の全てを代表の岡田さ

んと先輩講師の真田さんに任せ切りにして、自

席に坐れば目の前に教材や解説、解読のプリン

トがスイスイと廻って来る。一枚ずつ頂戴して

残りをお隣さんへお廻わしするだけ。罰当たり

の極みと何時も恐縮している。 

 学校や歴史本で習った史実や小説・雑誌で読

む歴史は、遠い世界の出来事にしか感じられな

いし、紙面に書かれたまでのものであるのに対

して、古文書で読み解いた史実は、たとえ一寒

村で起きた訴訟事であっても、自分がその場に

居合わせているような高揚をおぼえる。古文書

には随所にこんな場面に出会える楽しみがある。 

 此の先どうなろうかと心細かった自分が、何

とか人様に交じって、日々恙がなく過ごしてお

りますのも皆様のお陰と感謝しています。男の

平均寿命 78才。吾が余生１割に満たない。日々

好日を念ずるのみの今日此頃です。    
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分科会分科会分科会分科会「「「「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」」」」にににに参加参加参加参加してしてしてして   深沢深沢深沢深沢    勝美勝美勝美勝美    
    

 

武州久良岐郡金沢郷は武蔵野国の最南端にあ

り、相模の国鎌倉に接しているため鎌倉にとっ

ては重要なところであった。昭和 30年代、泥亀

の入江はまだ至るところに蓮の花が咲き、鬱蒼

と葦が生え、名前の通り泥亀という感じであっ

た。現代では山が崩され、海岸線にはモノレー

ルが敷かれ、それにともなってレジャー施設が

でき、金沢も様変わりしたが、一方金沢は今も

中世の面影を方々に残し、名所旧跡や文化遺産

も多く点在していて、歴史を感じる町である。

40年前、高度成長期のころ、この町に居を移す

とともに金沢の歴史が知りたく方々を散策して

まわった。 

 その後、「かなざわ広報」から「“わ”の会」

を知り、入会させていただきました。専門の先

生の講義、名所めぐりと楽しんでいました。名

所めぐりの時、道端の石仏や碑、寺社などの掛

軸の書などみると読めたらいいなといつも思っ

ていました。 

そんな折、「古文書を読む会」の分科会がスタ

ートすることになりました。これはと思い、一

度、出席してみようと思った。発足当時、講師

はいなく、みんなで「ああ読むのではないか」「こ

う読むではないか」といいながら読み下してい

った。中世を思い浮かべながらの読み下しはお

もしろく一度が二度になり現在に至っています。

会員は現在１４名です。 

この頃は、簡単な文章は少しずつですが読め

るようになりました。講師も会員の中の一人が

引き受けてくれ、黒板を使ってのくずし字の基

礎、その時々の資料など配布してもらい参考に

しています。今、月に２回の学習会です。これ

までに読んだものは、「五人組掟書」「泥亀新田

開発」「村津くし」「ペリー入港記」「津軽家中山

崎半蔵書状」などで、１回から数回にわけての

学習です。古文書にもそれぞれ書いた人の個性

が現れていて、読みやすい文字、読みにくい字

などあります。古文書は奥が深く当時の生活様

式もわかり楽しみにしています。 
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東京都東京都東京都東京都    ４４４４番番番番コースコースコースコース    歴史歴史歴史歴史のみちのみちのみちのみち    

～～～～分科会分科会分科会分科会｢｢｢｢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｣｣｣｣にににに参加参加参加参加してしてしてして～～～～    太田太田太田太田    八百丸八百丸八百丸八百丸    

  

五日市駅―上川乗
かみかわのり

バス停―浅間嶺―峠の茶屋―

時坂
とっさか

峠―払沢
ほっさわ

ノ滝―払沢ノ滝バス停―五日市駅

(８km、５時間) 

平成 17年 12月 16日(金曜日）、 晴 

参加人員 21名(男子 15名・女子６名) 

東京都コース最終回・通算 24回目(神奈川県 17

コース・東京都７コース、踏破距離 243.4km) 

 

今日は散策後、横浜で忘年会を予定している

のと、五日市駅バス時間の予定もある為、早く

集合する。集合場所ＪＲ川崎駅南武線ホーム・

集合時間５時 48分。 

武蔵五日市駅発(７時 43分)のバスで、南秋川

沿いの見覚えがある街道を約 40 分乗車して

上川乗
かみかわのり

バス停に到着(８時 25分）。トイレを済ま

せ、当番の相川氏・太田(吉)氏・小俣氏の挨拶と

相川氏主導の柔軟体操後、先頭を相川氏、中間

を太田氏、最後尾を小俣氏で出発(８時 35分）。 

バス停を進行方向に進み、小さなマンナリ沢

の鵜流橋を渡り、沢沿いに右折。そのまま細い

急坂道を登る。手入れが行き届いた杉林が続く。

道は急坂道で息切れが止まらない。関東ふれあ

いの道の道石「北秋川橋７km・上川
かみかわ

苔
のり

１km」 

(注記：「上川苔」は「上川乗」のこと) が目に付

く。杉林には「社有林」と所々ペンキで書かれ

ている。暫くアップダウンの道を進む。「上川苔

２km」の表示を横目に見る (9 時５分）が、休

まず進み、やっと立ち休憩となる(９時 32分）。 

暫く進むと、また急勾配の登り道で枯れ葉が

堆積している。足を滑らせないように注意しな

がら登る。間もなく広い台地の浅間嶺に到着(９

時 50 分）。嶺の台地には休憩舎・トイレ・展望

台がある。この嶺は秋川を北秋川と南秋川に分

けている。台地から見ると湯久保尾根に連なる

嶺々が続き、遥か眼下には西多摩郡桧原村の集

落の屋根が点在している。傍らには、「歴史の道」

の説明板がある。この道は中甲州道とも呼ばれ、

上川苔から浅間尾根へのぼり、時坂
とっさか

峠をへて本

宿に至る延長 80ｋｍ。檜原村の中央を通り、地

形も比較的ゆるやかなこの尾根道は、古代から

重要な交通路となっており、江戸時代頃は馬に

よって木炭等の生産物を運び出し、日用品等を

運び入れる要路として、村人のほかに小河内や

西原の人たちも利用していた。 

展望台(約 50ｍ高所）への急斜面には所々雪が

こびりついている。朽ちた丸太組の階段のあち

らこちらに露岩が突き出て歩きづらい急斜面を

息を切らせながら展望台に登る(10 時）。頂上に

は、「東京都檜原村・浅間嶺・秩父多摩国立公園」

の標識が立ち、後方には南秋川で笹尾根に連な

る嶺々が続き、その遥か彼方には雪化粧をした

富士山頂が見える。此処が踏破撮影ポイント場

所なので、標識を中心に全員の記念撮影をする。 

暫く休憩後、出発。山稜上を東方向に向う。

下り斜面で雪が凍て付き、落ち葉が多数散乱す

る道をサクサクと音をたてながら滑らないよう

に注意しながら歩く。登ってきた時と違い、周

囲の樹木はブナ・桜・雑木などに変っている。

斜面を下って行くと４名の中年男子が登ってき

て挨拶を交しながらすれ違う。時々、下方先方

に集落の屋根が点在しているのが見える。「上川

乗バス停 3.3km・北秋川橋バス停 4.7km」の表
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示板を見ながら暫く下った斜面途中で小休憩を

摂る(10時 45分）。 

斜面くぼ地に小さなか細い水路がある。暫く

進むと先ほどの小さな水路が瀬戸沢の源流で、

何時の間にか幅広の沢川になっている。大きな

かぶと造りで古風な佇まいの『瀬戸沢の一軒家』

の前に出る。入口の上に「歴史の道・お代官休

息処跡」と書かれている。中甲州道の重要な交

通路での交易が行われていた頃の荷受所だった

という。瀬戸沢の水場でもある。 

其処から少し進むと林道に出る。傍らに小さ

な祠の大山柢神社が祀られている。すぐ傍の

三頭
み と う

山・都民の森・甲州古道の『高嶺荘・峠の

茶屋』前で昼食休みとなる(11時）。茶屋脇には、

瀬戸沢の水場から水が引かれて懇々と吹き出て

いる。食事後、次回打ち合わせ等を済ませ、出

発(11時 47分）。 

暫く林道右斜面に良く手入れが行き届いた

檜・杉木立が高く聳える道を時坂峠に向う。途

中分れ道で「左は時坂峠・直進は里道」の表示

がある。道を直進する(時坂峠の野仏広場には行

かなかった。里道は途中から時坂峠の下り道と

一緒になる）。坂を下って行く途中に時坂路傍ト

イレがあり、「秩父多摩国立公園」の表示がある。

トイレ脇から細い道を下り、人家の生活道路ら

しい細い曲がりくねった道と道幅の広い里道が

交差する道に入る。なるべく細い生活道路で近

道になりそうな道を選んで歩く。時坂峠から合

流した道を歩かず、瀬戸沢川沿いの道を歩いて

行くと払沢
ふっさわ

の滝駐車場に付く。其の先沢川に沿

って右折して進むと『森のささやき』という地

元民芸品店前に出る(12 時 38 分）。其処にリュ

ックを預け、身軽になってから更に滝に向けて

渓谷を歩く。 

細い道を暫く行くと先方に奥多摩の名漠

『払沢
ほっさわ

の滝』が見えてきた。形が僧侶が使う払

子に似ていると言う事だが、そう云われて見れ

ばその様にも見える。源流はセド沢川で、約 60

ｍの落差がある。滝は４段と言うが、下から見

上げて２段しか見えない。中央の流れの両脇の

流れは凍て付いている。滝つぼは見るからに深

く、水は蒼く澱んでいる。荘厳さに魅了させら

れる。カメラのフイルムが無くなってしまった

ので、相川氏と蒲谷氏に写真を撮ってもらう。

傍らに「ありがとう清流 水は地球の生命」の

石碑が建てられている。こじんまりした渓谷に

は、冷たそうな清流が流れて、傍らには、水神

宮が祀られている。ところどころに、「この清流

は村民の飲料水なので汚さないように」との表

示が書かれている。 

民芸品店に戻り(12 時 55 分）、檜原村特産品

を土産に購入する。バス停、払沢の滝入口に行

く。バス停前の『檜原豆腐・ちとせ屋』で地元

の土産を購入。バスに乗車(１時 16分）。武蔵五

日市駅に到着(１時 40分）。 

今まで何回か、立川駅の『藩』で乾杯をした

が、今日は忘年会の為、横浜駅西口の飲食店『な

か一』に行く。『なか一』に４時過ぎに到着。現

地参加２名・不参加 1名・参加人員 22名で、４

時半から６時半過まで忘年会を開いた。片岡さ

んより、東京都コース踏破記念のイベント用に

とクス玉が持ち込まれ、宮原代表と小俣事務局

長による祝賀が行われた。 

 来年からは千葉県や埼玉県コースを宿泊しな

がらの散策である(１月は千葉県コース）。年度

切り替えで、新規会員と会員からビジターに変

更する者の発表があった。一人ずつ、今年を振

り返り、来年の抱負を語った。 

   

 

関連“わ”の会ホームページ： 
http://wanokai.web.infoseek.co.jp/bunkakai/arukou/no4.htm 
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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３３３３））））    

～～～～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６回 テーマ「荒崎付近と鎌倉の関係」 

 H17年 11月 10日。晴。10時京急三崎口駅集

合。不断寺・長徳寺・観明寺・熊野神社・荒崎

公園（昼食）･長井観音の順に巡る。舞台を鎌倉

から三浦半島に移して初めての探訪であったが、

終日小春日に恵まれた。 

  《北野 一清 詠》 

 小春人三崎口小春人三崎口小春人三崎口小春人三崎口よりよりよりより荒崎荒崎荒崎荒崎へへへへ 

    体内佛体内佛体内佛体内佛おわすおわすおわすおわす不断寺落葉不断寺落葉不断寺落葉不断寺落葉してしてしてして 

    散散散散るるるる紅葉寺紅葉寺紅葉寺紅葉寺のののの大地大地大地大地にににに還還還還りりりり往往往往くくくく（長徳寺 2句） 

    みはるかすみはるかすみはるかすみはるかす逗子鎌倉逗子鎌倉逗子鎌倉逗子鎌倉やややや柿灯柿灯柿灯柿灯るるるる 

    いにしへのいにしへのいにしへのいにしへの板碑二板碑二板碑二板碑二つやつやつやつや鳶鳶鳶鳶のののの笛笛笛笛（観明寺） 

江江江江ノノノノ島島島島がががが鯨鯨鯨鯨のごとしのごとしのごとしのごとし冬凪冬凪冬凪冬凪げるげるげるげる（熊野神社） 

荒崎荒崎荒崎荒崎やややや山茶花日和山茶花日和山茶花日和山茶花日和たまわりてたまわりてたまわりてたまわりて（荒崎公園 2句） 

冬冬冬冬うららうららうららうらら黒潮匂黒潮匂黒潮匂黒潮匂うううう丘丘丘丘にににに立立立立つつつつ 

芭蕉句碑上芭蕉句碑上芭蕉句碑上芭蕉句碑上ればおればおればおればお堂石蕗堂石蕗堂石蕗堂石蕗のののの花花花花（長井観音 2句） 

山眠山眠山眠山眠るおるおるおるお堂堂堂堂にににに竜竜竜竜をををを閉閉閉閉じじじじ込込込込めてめてめてめて 

 

  第７回 テーマ「紅葉の今泉方面」 

 H17年 12月 1日。晴。10時大船駅東口集

合。大長寺・西念寺・白山神社・散在が池<

別名鎌倉湖>（昼食）・称名寺の順に探訪する。

今日から師走。朝の出掛けには風が強かった

が、その後は終日青空の眩しい冬日和であっ

た。 

  《北野 一清 詠》 

 JR のののの窓窓窓窓にあにあにあにあふふふふるるるるるるるる小春小春小春小春のののの陽陽陽陽 

    寺寺寺寺男男男男落葉落葉落葉落葉はきはきはきはきゐゐゐゐるるるる大長寺大長寺大長寺大長寺 

    山茶花山茶花山茶花山茶花のののの紅紅紅紅ののののこぼこぼこぼこぼれれれれ灯寺灯寺灯寺灯寺のののの径径径径（西念寺 2句） 

 紅葉山紅葉山紅葉山紅葉山「「「「首抜首抜首抜首抜けけけけ木像木像木像木像」」」」まもりをりまもりをりまもりをりまもりをり 

    師走師走師走師走立立立立つつつつ「「「「広丸広丸広丸広丸のののの歌歌歌歌碑碑碑碑」」」」今泉今泉今泉今泉寺寺寺寺(白山神社 2句） 

銀杏黄銀杏黄銀杏黄銀杏黄葉社葉社葉社葉社のののの青空青空青空青空ひとりじめひとりじめひとりじめひとりじめ 

鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉湖水面湖水面湖水面湖水面にににに映映映映ゆゆゆゆるるるる冬紅葉冬紅葉冬紅葉冬紅葉（散在が池 2句） 

関関関関節節節節のののの落葉落葉落葉落葉踏踏踏踏むむむむたたたたびびびび悦悦悦悦べべべべりりりり 

陽陽陽陽をあつめをあつめをあつめをあつめ寺寺寺寺のののの中中中中ななななるるるる冬冬冬冬ざざざざくらくらくらくら（称名寺 3句） 

冬日冬日冬日冬日射射射射すすすす崖崖崖崖にににに三三三三十十十十六六六六童童童童子子子子 

来来来来迎迎迎迎のののの二二二二十五菩薩十五菩薩十五菩薩十五菩薩冬冬冬冬ぬぬぬぬくしくしくしくし 

  

 第８回 テーマ「三浦一族の本拠地巡り」 

 H18年 1月 5日。曇。10時横須賀中央駅集

合。大善寺・衣笠城址（昼食）・満昌寺・清雲

寺・満願寺の順に廻る。「寒の入り」らしく、

最高気温 5 度のしばれる一日であったが、新

年会では皆恵比寿顔であった。 

 《北野 一清 詠》 

横須賀横須賀横須賀横須賀へへへへ京急着京急着京急着京急着けけけけりりりり寒寒寒寒のののの入入入入りりりり 

本本本本堂堂堂堂のののの阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀にににに届届届届くくくく冬日冬日冬日冬日かかかかなななな（大善寺） 

風風風風花花花花やややや衣笠城址衣笠城址衣笠城址衣笠城址武武武武者者者者のののの声声声声（衣笠城址 2句） 

横須賀横須賀横須賀横須賀をををを大大大大鷲鷲鷲鷲一一一一羽睥睨羽睥睨羽睥睨羽睥睨すすすす 

万両万両万両万両やややや「「「「義義義義明明明明坐像坐像坐像坐像」」」」太刀太刀太刀太刀をををを佩佩佩佩くくくく（満昌寺 3句） 

一一一一片片片片にににに風風風風のののの一一一一陣寒椿陣寒椿陣寒椿陣寒椿 

外套外套外套外套のののの襟襟襟襟立立立立てててて拝拝拝拝むむむむ社社社社殿殿殿殿かかかかなななな 

山山山山門門門門をををを突突突突きききき抜抜抜抜けけけけてててて来来来来しししし風疼風疼風疼風疼くくくく（清雲寺 2句） 

毘沙門毘沙門毘沙門毘沙門のののの破魔矢破魔矢破魔矢破魔矢たばたばたばたばねねねねしししし清清清清雲雲雲雲寺寺寺寺 

満願満願満願満願寺寺寺寺達磨達磨達磨達磨みくじやみくじやみくじやみくじや年初年初年初年初めめめめ（満願寺 2句） 

水仙水仙水仙水仙のののの匂匂匂匂いたいたいたいただだだだよよよよふふふふ芭蕉句碑芭蕉句碑芭蕉句碑芭蕉句碑 
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2006年 6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    

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) 墨田川往来ほか 

4月 

4月 6日(木) 集合：10 時､三崎口駅 

テーマ：油壷と和田① 

行動：油壷ﾊﾟｰｸ～三浦諸氏墓～荒井城址他 

4月 13日(木)ぺリーに関する浦賀与力の聞書 

4月 27日(木)横浜開港前後の異国人殺傷事件 

5 月 

5 月 11日(木) 集合：10 時､三崎口駅 

テーマ：油壷と和田② 

行動：和田城址碑～天養院～来福寺他 

5 月 11日(木)ぺリーに関する浦賀与力の聞書 

5 月 25 日(木)横浜開港前後の異国人殺傷事件 

6月 2006年度の計画策定中 
6月 8日(木)ぺリーに関する浦賀与力の聞書 

6月 22日(木)横浜開港前後の異国人殺傷事件 

分科会 

代表の 

一 言 

鎌倉に比べて、訪れる機会の少ない三浦。 

暖かく迎えてくれる三浦の寺社を私達と 

一緒に訪ねてみませんか。 

天和の「定書」は 3月 9 日が最終回になりま

す。初心者向きなので、傍聴して見ませんか。 

お待ち申し上げます。 

 

 ふふふふれあいのれあいのれあいのれあいの道歩道歩道歩道歩ここここうううう会会会会    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    

３月 

３月 30・31日埼玉①②コース 

水源のみち、奥武蔵野の古刹を訪ねるみち 

雨天の場合は５月 18・19 日 

3月 13日(月) 市民ケーン    米 

3月 27日(月) 巴里の屋根の下  仏 

４月 

4月 20・21日埼玉③④コース 伊豆ケ岳を

越えるみち、峠の歴史をしのぶみち 
雨天の場合は６月 15・16日 

4月 10 日(月) 無法松の一生   大映 

4月 24日(月) 帰らざる河    米 

５月 

5 月 18・19 日埼玉⑤⑥コース 

大霧山に登るみち、 

花の美の山公園を訪ねるみち 

5 月 8日(月)  ガス灯      米  

5 月 22日(月) 心の旅路      米 

６月 

６月 15・16日埼玉⑦⑧コース 

長瀞の自然と歴史を学ぶみち、 

秩父盆地を眺めるみち 

6月 12日(月) 王様と私     米 

6月 26日(月) 裏窓       米 

分科会 

代表の 

一 言 

昨年 12月で東京も終了。3月より埼玉県の

奥武蔵野。一泊予定、雨天の場合は延期と

の条件で当番は宿の手配で四苦八苦。 

4月からの予定をアンケートで決定。邦画は「無

法松の一生」、 洋画は「帰らざる河」で開始。

1月から会場を「地区センター・大会議室」に

変更・大スクリーンで鑑賞。 迫力満点です。 
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