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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。
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特別公開講座開催のご
特別公開講座開催のご案内
のご案内
昨年度に続き、12 月から４月までの冬季に
おける学習会の空白期間を埋める行事として
特別公開講座を 2007 年２月に開催します。今
回は“わ”の会などが参加して 2006 年３月に

設立されました「横浜郷土史団体連絡協議会」
を通じて講師をお招きします。

“わ”の会特別講座
①日 時：2007 年 2 月 17 日(土)

⑤参加者：
“わ”の会会員および
参加者：
会会員および一般市民
および一般市民

12：
12：30(開講
30(開講)
開講)～14：
14：30

⑥会 費：300 円（
“わ”の会会員）
会会員）

②場 所：能見台地区センター
能見台地区センター 多目的室

400 円（一般市民）
一般市民）

③テーマ：
テーマ：慶應四
慶應四年の武州金沢藩

⑦申 込：第７回学習会(11
回学習会(11 月 18 日)から

④講 師：横浜市
横浜市歴史博物館 小林紀子氏

横浜郷土史団体連絡協議会の
横浜郷土史団体連絡協議会の活動
１.新規加盟団体

内

「横浜地名研究会」が参加し、合計５３団体

容：天王町～外川神社～保土ヶ谷駅
（16 時解散予定）

の加盟となりました。

参加費：無料（保険等諸費用は協議会が負担）
募

集：50 名

２．第 2 回研修会実施

締

切：11 月 22 日

テーマ：知られざる横浜の歴史と文芸―石井

申

込：往復ハガキで横浜郷土史団体連絡協

光太郎とその文庫
日

時：９月 20 日及び 10 月６日

参

加：合計 84 名（“わ”の会からは８名）。

議会（横浜開港資料館内）宛。所属
団体名“わ”の会を記載して下さい

４．平成１９
平成１９年度定期大会予定
１９年度定期大会予定
３．第３回研修会予定

日

テーマ：「保土ヶ谷周辺を歩く」

時：平成 19 年３月 24 日（土）
13 時 30 分から

期

日：平成 18 年 12 月６日（水）

場

所：横浜開港資料館講堂

集

合：相鉄線天王町駅

参

加：各団体２名

12 時 15 分
2

ホームページ委員会
ホームページ委員会から
委員会から
１）2 年間で
年間でアクセス数
アクセス数 6000 に

４）トップページ写真
トップページ写真を
写真を募集

“わ”の会ホームページの左下隅にアクセス

ホームページの左上隅に時節に応じた写真を掲

回数を 示すカウン ターがあり ます。これは

載しています。写真をクリックすると拡大表示さ

2004 年 10 月 23 日のホームページ開設以来の

れ、季節ごとの金沢の史跡や自然の移り変わりを

トータルアクセス数を示しています。この数値

楽しんで頂いています。

が 11 月 11 日に 6000 を越えました。2 年間で

このホームページのトップを飾る写真を会員の

6000 アクセスです。

皆様から募集します。紙写真でもデジカメ写真で
も、また 1 枚でも５～６枚の組写真でもＯＫです。

２）“わ”の会通信も
会通信も 46 号まで発行
まで発行

皆様の投稿をお願いします。

ホームページの更新を電子メールでお知ら
せする「“わ”の会通信」を 2005 年 3 月から

５）カラフルな
カラフルな寄稿も
寄稿も募集

始めましたが、 この 11 月で 46 号までの発行

ホームページは会報と異なり、写真や図入りで

となっています。これもアクセス増加の一つの

カラフルなページが容易に作れます。金沢の歴史

要因と思われます。

のみならず、会員各位が日頃研鑽されたいろいろ
な成果を披露する場としての活用をお願いします。

３）検索順位が
検索順位が 2 番目に
番目にＵＰ

電子化についてはホームページ委員会に一任と

検索サイト Google で「“わ”の会」また「わ

することも可能ですので是非ご相談ください。

の会」をキーワードして検索すると、最近は検
索結果の 2 番目に“わ”の会ホームページが現

ホームページ委員会連絡先
かねま

れるようになりました。日本全国に色々な「わ

Tel＆Fax ：775-1612(金間)

の会」がありますが、その中でも当会のアクセ

電子メール：kanazawa_wanokai@infoseek.jp

ス数が多いことの証拠です。一度検索して見て
下さい。

その他
その他の事項
フォーラム Kanazawa２００７
２００７

団塊シニア
団塊シニアの
シニアの地域デビュー
地域デビューの
デビューの相談員
11 月 11 日に金沢区役所主催で「団塊シニア

次回のフォーラム Kazawa2007 は 2007 年 3

の地域デビュー」講演会と相談会が開催され、

月 11 日(日)に能見台地区センターで開催されま

“わ”の会、生涯現役かなざわ会、サラリーマ

す。内容は概ね例年通りです。他の学習団体や街

ン OB 会、金沢シティガイド協会などが相談員

の先生の代表者と共に“わ”の会も実行委員の一

として参加しました。“わ”の会では地域デビ

人として準備に参加しています。

ューのひとつの具体例として、会の活動や会員

新しい学習の場を求めている人、学習団体の設

としての体験を紹介するなどで、来場者への相

立や運営に参加したい人、街の先生になりたい人

談に対応しました。

などはご期待下さい。
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“わ”の会蔵書・
会蔵書・資料
新たに会員の小倉さんからシリーズ自著２冊

または電子メール
（ kanazawa_wanokai@infoseek.jp）でお知

を“わ”の会蔵書として寄贈頂きました。貸し
出し希望の会員は電話(045-771-4393

No

著者・編者

19

小倉英明

20

小倉英明

書
資

らせ下さい。

岡本)、

名
料

名

私の見た中世（三）
－鎌倉仏教(上)－
私の見た中世（四）
－鎌倉仏教(下)－

発行日

発行元

1996.8.8

小倉英明

1997.11.1

小倉英明

入手日
（入手法）
2006.10
(寄贈:小倉氏)
2006.10
(寄贈:小倉氏)

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４回学習会 「金沢文庫古文書への
金沢文庫古文書への誘
への誘い」
講師：県立金沢文庫

主任学芸員

永井

晋

氏

2006 年８月５日

出席者：79 名（62％）

○ 称名寺古文書の価値の高さ、重要性を再認
識した。
○ 中世の地政的枠組みの説明から入ったが、
重要ではあるがやや唐突であった。
○ 鎌倉は武蔵の国の一部に属し、京都を追っ
ている背景を基に古文書を解読するべき。
○ 手紙の配達方法が今と異なることを前提に
古文書解読に当る必要がある。
○ 称名寺古文書はどのような類いがどのよう
にして残ったかが解った。
○ タイトルから想定された古文書の解読法を
聴きたかった。
○ 金沢文庫古文書の解読を早めて、内容を早
く発表して欲しい。
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第５回学習会 「寺院建築について
建築について」
について」
講師：寺院建築研究家

粕山

英一

氏

2006 年９月９日

出席者：82 名（65％）
○ 寺院建築用材として、欅・杉に比べ桧が
はるかに勝っていることを知った。
○ 木は上手に使えば樹齢と同じ年数（桧
2000 年超）利用できるとの話が印象的だ
った。
○ 過去の寺院建築で樹齢の長い桧を消費し
尽くし、国内には適材が不足している。
○ 木塔の心柱の独立性や釘を用いない組込
み式工法等、宮大工の技術に敬服。
○ スライドを用いる等講義に工夫が欲しか
った。
○ 寺院建築の専門家に違う角度から講義し
て欲しい。
○ 区内の寺社の建築様式や用材について詳
しく知りたい。

第６回学習会 「朝比奈の
朝比奈の歴史」
歴史」
講師：郷土史研究家 赤嶋

昌夫

氏

2006 年 10 月 14 日

出席者：91 名（72％）
○ 年齢に比して矍鑠（かくしゃく）とし
た話しぶりに感銘した。
○ 熊野神社石灯籠、鎮守社と氏神社の話
が興味深かった。
○ 朝比奈の歴史が良く分かり、歴史こぼ
れ話も良かった。
○ 多少の脱線はあったが、自著を基にし
た具体的な話が面白かった。
○ 時代ごとの朝比奈の話が抜けて残念、
詳しく聞きたかった。
○ 朝比奈切通し、鎌倉時代の経済・軍事
面からの役割を詳しく知りたい。
○ 講演の続きを聞きたい。時間が足りず
残した部分に興味あり。
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第６回学習会オプション
回学習会オプション｢
オプション｢朝比奈の
朝比奈の歴史探訪
歴史探訪｣
探訪｣2006 年 10 月 21 日
案内：探訪実行委員会

出席者：50 名（39％）

○ 何度も歩いているが、細かいいわれなど

ームも良かった。

説明があって見直した所も多かった

○ 歩く距離は短くても中味の濃い探訪で、

○ 熊野神社を中心とした朝比奈 18 軒の団

良い企画であった
○ 朝比奈切通の歴史詳細、朝比奈 18 軒の

結が印象的
○ 訪問先としては熊野神社、杉木立、朝比

当時と現在の比較についてさらに詳し

奈切通、宝樹院本堂、光触寺の仏像が印

く知りたい

象的

○ 今後としては富岡、六浦港、鎌倉の探訪

○ ガイドさんが勉強され、良く理解できた。

を期待する

時間配分、班編成、資料の内容・ボリュ

宝樹院阿弥陀堂

小泉又次郎誕生地碑

朝比奈小切通

10 年後の
年後の改訂・
改訂・増補を
増補を期待する
期待する
INDEX 金沢編集委員 納富
INDEX 金沢の作成にかかわり始めてから、

優

測されるこの時期に会報に文を書くのは、正直

随分長い時間がたちました。作業は、今まだ長

な所かなり抵抗感があります。特に最近、私自

い坂の途中にあり、先に２山、３山急な坂が予

身老化が進み、気力と記憶力の減退が著しく、
6

た頃、野島は島だったのか？

宿題や打ち合わせ内容を度々忘れ、編集員の
方々にご迷惑をかけ、申し訳なく思っています。

・ 役行者、行基、坂上田村麻呂、空海、巨勢
金岡、藤原道長の６人の内、実際金沢に来

しかし、この作業を通じて得られたものは多

た人は？

く、特に執筆者の方達のご苦労のあとが見られ
る原稿からは、これまで私が知らなかった事柄

・ 金沢に真言宗御室派の寺院が多い本当の

を教えてもらい、金沢の歴史に関する知識が２

理由は？………御室派の寺は、徳島や岡山

倍３倍になったようで、大いに感謝しています。

などにいくつかの密集地があるのです。

このところ、INDEX の作業と庭の草取り以

・ 里見水軍は、何回も武蔵や相模に来攻しま

外は何もせず、
「無為徒食」
「酔生夢死」を絵に

したが、平潟湾には入って来なかったの

描いたような毎日を送りつつ「老いの進行」を

か？
・ 金沢に「舟形光背浮彫石仏」を刻んだ墓塔・

楽しんでいます。草取りは実に奥深いもので、
大げさに言えば人生そのものを感じさせてく

供養塔がいくつあるか？………予想では、

れます。出来るだけ野生を生かしながら、人が

100 ヶ所、2000 体以上になると思うのです

住んでいることが分かる程度の庭が目標なの

が。
まだまだ多くのテーマがあると思います。

ですが、５年以上経過した今も道半ばで、何時
になったら満足できる状態になるのか目途が

二つ目は、「アラサガシの楽しみ」です。い

たちません。計画では、「何時・どの草を・ど

くら完全を期しても、制限時間の壁は容易には

の場所で・どの道具を使って・何時間かけて」

越えられません。様々な角度・切り口から見て

と決めるのですが、夏の暑さとヤブ蚊の多さに

調べれば面白いほどアラが出てくる筈です。例

かまけて何日か休むと、すぐ元の木阿弥になっ

えば、

てしまいます。草を抜く時の魚釣りに似た感触

・ 字句、文章表現上の不自然さは？

や、苔の上に点々と残る多数の草の抜き跡を見

・ 人物の生没年は確かか？

ての達成感、採った草を積んだ堆肥山の高さな

・ 追加すべき見出し項目は？

ど、その時々の楽しみは残るのですが・・・。

・ 記述すべき事項が抜けてないか？

さて、まだ完成前の INDEX 金沢ですが、そ

・ 分野間にアンバランスは無いか？
などなど。

の利用法の２つを提案します。
一つ目は、
「掘り下げる楽しみ」です。INDEX

今、私達 INDEX 金沢編集委員は熊谷・小俣

は、その名の通り各項目の説明文はごく短いも

の両副委員長の IndexFinger（人差し指）にと

のです。それを出発点として、自分の興味・疑

まって編集作業を続けています。真剣に、時間

問を掘り下げて調べるのです。例えば、

をかけて取り組んでいますので、出来上がった

・ 野島貝塚を残した人々が最初に住みつい

らお好きな方法で利用し楽しんでください。そ
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して、７～10 年後に改訂増補を計画してくれ

結果が意味あるものとなり、
「“わ”の会の財産」

るグループが出来れば有難いと思います。いや、

として定着すると信じています。

そうなってはじめて今回の５周年記念事業の

寺社巡りに
寺社巡りに参加
りに参加して
参加して
森嶋 章
私が横浜に居を構えてから寺社を巡ること

相模川の渡渉点であり、枢要な交通の要所だっ

を趣味として、東京・埼玉・千葉・神奈川の寺

た。その在庁役人は三浦義澄であった。東の相

社を巡りました。境内に足を一歩踏み入れた瞬

模川を渡れば懐島一族が居を構えており、北の

間、厳粛な気の引き締まる思いにさせられます。

伊勢原、西北の秦野に接する内陸地方は、三浦

そのたびに、新しい発見があり、感動を覚えて

義明の弟岡崎四郎義美の支配下にあった。源頼

います。

朝挙兵の時、石橋山の合戦で討ち死にした真田
与一の出身地である。

９月７日（木）、予報に反して太陽が出てき
て暑い日となりました。寺社巡り会員男性 27

南丹沢に源を発した水無し川は金目川とな

名・女性６名の計 33 名、他に鎌倉シルバー・

り、その川辺に光明寺（金目観音）という古刹

ボランティアガイド協会のガイド２名、合計

がある。金目川の支流で、細い河内川にかかる

35 名で平塚市内３ヶ所の寺社を巡ってきまし

鎌倉橋の付近は、鎌倉古道と言われ、この道沿

た。

いに薬王寺がある。
10：00。待ち時間

平塚駅から最初の訪問先光明寺までバスで

を利用して来年度の探訪希望地のアンケート

約 20 分、バスの車窓から金目川を散策する白

調査が行われた。

鷺が見え、ゆったりとした田園風景と丹沢大山

集合：ＪＲ平塚駅北口

が望める。

コース：平塚駅北口～(バス)～金目駅バス停

光明寺は、桜の名所である金目川堤に面し、

～光明寺(拝観・昼食)～金目駅バス停～(バス)
～堀の内バス停～鎌倉橋～薬王寺(法話拝聴)

天台宗のお寺で通称金目(かなめ)観音と呼ば

～川井バス停～(バス)～市役所前バス停～平

れる。大宝２年(702）道儀上人の創建と言われ、

塚八幡宮～平塚駅－解散

坂東三十三ヶ所観音霊場の第七番札所として

平塚は、昔大磯付近にあった相模国府に近く、
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昔から親しまれている。

山門(二王門・市重文)は室町末期
(16 世紀中頃)の建立と推定され、大
わらじが吊るされた八脚門の内部
に金剛力士像(県重文)がある(右図)。
観音堂(金堂・県重文)は、本堂内
部が内陣と外陣に格子戸で二分さ
れた「中世密教本堂形式」と言われ、
明応７年(1498)頃建立と考えられる。
鎌倉杉本寺が同形式である。本尊の
光明寺山門
聖観世音菩薩(市重文)は厨子内に安
置された秘仏で拝謁は出来ない。内陣には、本

次の巡拝のために金目駅バス停に向かう。

堂内厨子付前立聖観世音菩薩(国重文)、観音三

昔、街道筋の 30 里(約 16ｋｍ。現在とは異な

十三応現身立像(市重文)、銅鐘(県重文)が安置

り、律令制では中国の単位を借用し、１里＝５

されている。堂内に上がらせてもらったが、特

町とした。１町＝約 109ｍであるから、１里＝

別な日以外は内陣に入れないので近くから見

約 545ｍ。現在は、１里＝36 町＝約 3924ｍ。）

ることが出来ず、格子戸の隙間から遠くに厨子

ごとに駅(うまや)が置かれ、宿泊施設・馬・舟・

を望むのみで残念であった。外陣の潮大権現は、

人夫・その他を供給した。この駅から金目駅の

ご神体が桶の底(内径一尺一寸)と伝えられ、説

名がついたと思われる。金目駅バス停から堀の

話では、大宝２年(702)、小磯の浜で海士(あま）

内バス停まで移動。
バスを降りて鎌倉橋を通り薬王寺へ向かう。

が潮汲みをしていたときに得て、暫くしてこれ
を金目の地に小庵を構えていた道儀上人のと

鎌倉橋は、小川に架る５ｍほどの小さな橋で鎌

ころへ携えてきたものという。

倉古道の橋とは言え、名前が大き過ぎると感じ

その他に、境内には阿弥陀堂、歓喜堂(非公

た。平塚市内には“いざかまくら”のための鎌

開)、文殊普賢堂、鐘楼が建っており、庚申塔、

倉道が５本も通っており、鎌倉との密接な関係

地蔵、万句碑などの石仏・石塔類が多数ある。

が偲ばれる。
薬王寺は、山号を光明山といい、浄土宗の寺

また、光明寺古文書や光明寺縁起書が市の重要

院である。開山は専阿転光、開基は新田次郎太

文化財に指定されている。
巡拝後、女性軍は境内の「憩堂」で、男性軍

郎朝氏(新田義貞の父)と言われるが異説もあ

は門前の金目川の河原に出て、何十年か前、小

る。本尊の阿弥陀如来立像及び観世音・勢至菩

学校時代の遠足気分で昼食をとった。

薩立像ともに南北朝時代の作と考えられてお
り、市の重要文化財に指定されている。本堂に
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上げていただき、太田道灌の山吹の説話を含め

巡る会」のまとまりの良さを満喫し、２時間程

た住職の法話を拝聴するとともに、地元小学生

歓談の後、散会した。

の説明用年表を使ってお寺の歴史の説明を受

団体行動であり、鎌倉シルバー・ボランティ

けた。また、今までにないことだが、住職のご

アガイド協会の事前交渉のお陰で、個人ではと

好意で“長寿の慶び”の手拭を全員が頂戴した。

ても無理な、本堂へ上り間近から堂内見学や仏

川井バス停から市役所前バス停までバスで

像拝観が出来ることは大変有難い。ガイドの案

移動。平塚八幡宮へ。平塚八幡宮は応仁天皇、

内書および地図は、今後人を案内するときや一

神功皇后、武内宿祢の３神を祭神とする。仁徳

人で訪れるときに大変便利で参考にさせても

天皇の御世に鶴峰八幡宮として創祀され、昭和

らいます。各寺院、神社には歴史があり、檀家、

53 年(1978)８月、平塚八幡宮と改められた。

氏子が、一生懸命守り支えてきていることに、

源頼朝は政子安産のため神馬を奉納した。

感銘を受けるとともに、信仰心の厚さを感ぜず

ここからは全員が徒歩で平塚駅に戻り、挨拶

にはいられません。

をして解散した。この後、希望者は恒例となっ

鎌倉を離れた探訪になってからバスでの移

ている鎌倉の「和民」へ移動。態々、大船経由

動が増えた。他の乗客に迷惑をかけないよう、

で鎌倉に出ての反省会にもかかわらず、会員２

迅速な乗降のために、東京都＋３県のバス共通

１名、ガイド２名の計 23 名が参加、「寺社を

カードは大変便利且つ有効である。

横浜海軍航空隊遺跡探訪
宮原 宏至

平成 18 年８月６日、広島の原爆投下慰霊祭

です。上の写真で中程より右に突き出している

と同じ日にたまたま富岡の「横浜海軍航空隊遺

場所が飛行艇揚陸スロープで、その下が現存す

跡」を見学する機会を得ましたので、その時の

る格納庫です。

様子を皆様にお伝えいたします。

見学のキッカケは、“わ”の会の会員で磯子

横浜海軍航空隊は昭和 11 年(1936)10 月１日

区の郷土史研究家「葛城峻」さんに 10 日程前

に開設され、終戦まで存続いたしました。次の

に磯子区の郷土史の講座でお会いし、お誘いを

ページの２枚の写真は横浜海軍航空隊の全景

頂いたことです。

で、周囲の開発が行われる前後を対比したもの

当日は朝から温度計はぐんぐん昇り、昼前に
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軽く 30 度を超えるまさに真夏日でした。集合

んが、その多さにびっくりしました。防空壕に

は 11 時、富岡総合公園内の浜空神社（富岡東

は資材や器材も格納され、海の方よりレールが

２－９）。
“わ”の会からの参加は葛城さんの他

敷かれた壕もあったようです。

に私をふくめて 4 人(後述のように神奈川県警

1 時より神奈川県警第一機動隊が使用して

の許可を得る関係で会員の皆様全員にご案内

いる飛行艇の旧格納庫（富岡東２－６）を見学。

はできませんでした）。

機動隊の指導官に玄関前で出迎えていただき
ました。ここは終戦後アメリカ軍に接収され

11 時５分より、富岡八幡宮の宮司さんによ
る慰霊祭。参加者は当時の海軍航空隊員やその

「富岡倉庫」として使用され、昭和 46 年(1971)

ご遺族が中心で総計約 40 人。これらの方々を

に返還されました。その名残で昨年までは正面

中心に「浜空会」が組織され
ており、「浜空会」会員によ
り事前にきれいに清掃・飾り
付けされておりました。式は
軍艦旗掲揚から始まり、軍艦
旗に敬礼・黙祷・献饌・祝詞
奏上・修祓・玉串奉奠と厳か
に進められました。式に参列
し、多くの同僚や親族を 61 年
前になくされた方の思いはい
横浜海軍航空隊跡全景(昭和
横浜海軍航空隊跡全景 昭和 39 年撮影）
年撮影）
かばかりかとじっと考えてお
りました。その後、神社のす
ぐ隣の林の下で懇親会が開か
れ、それぞれ昔の思い出を語
り合われておられました。
12 時 40 分頃より、葛城さん
に案内していただき、富岡総
合公園内の防空壕跡や横浜海
軍航空隊の建物の配置を確認
いたしました。特に防空壕の
入口はコンクリートで塞がれ

開発が
開発が進んだ航空隊跡周辺
んだ航空隊跡周辺（
航空隊跡周辺（昭和 60 年代撮影）
年代撮影）

ており、今は中を見られませ
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玄 関 脇 の 低 層 作 業 場 の 壁 に は 「 WELDING

この飛行艇の旧格納庫は戦後アメリカ軍に

SHOP」
「PAINTING SHOP」などの文字が残

接収され、引続き機動隊が使用していたために

っておりました。しかし、いまは外板を交換し、

第二次大戦の貴重な遺跡として原形をとどめ

きれいにペンキも塗られ、外観的には築後 70

ていることになります。強度の面ではまだまだ

年とは思えないほど美しくなっております。

大丈夫とのことですので、今後とも是非保存し

格納庫は間口 170m、奥行き 70ｍ、非常に

ていただきたいと思います。ただし、この富岡

高い天井で飛行艇が 12 機収容できる大きさで

の旧格納庫も機動隊側の事情もあり、今後の見

す。この建物の扉が大きく地面から屋根近くま

学は難しいようです。因みに根岸にありました

で全部開く構造で、レールを使って開閉してお

「大日本航空の飛行場」は埋立て・再開発で跡

りました。材質は鉄で電動式はない時代ですか

形もなくなっております。

ら、兵士が 10 人以上で開閉していたと思われ

16 号線から富岡総合公園に入り、200ｍ位の

ます。格納庫の中は中央に柱が一本(一組)のみ

所に横浜海軍航空隊の門柱が左右に残ってお

で、よくこれだけの建物を支えていたと当時の

りますが、これは「正門」ではなく、「隊門」

建築技術に感心させられました。現在は機動隊

です。海軍ですから「正門」は海側にあったそ

が輸送車や警備車、各種資材の置き場や登攀訓

うです。

練場として活用しております。

最後に「浜空会」の会報で驚きましたのは、

外の広いグランドは機動隊隊員練習用にア

横浜海軍航空隊から連合艦隊司令部におられ

スファルト舗装がなされておりますが、部分的

た方が戦後 61 年経ちましたので、意を決して

には当時のコンクリート舗装が摩滅しながら

自分の体験した軍の機密を初めて記しておら

も現存しております。

れたことです。61 年もの長い期間ずっと機密

敷地の北側には「もやい綱」を巻いた鉄柱が

保持されておられたことに敬服いたしました。

数本残っています。この飛行場は飛行艇用です
追記

から、滑走路は不要でこの敷地のすぐ北と東が

浜空神社の慰霊祭は毎年春と夏の 2

海でした。ここから主として南方へ飛行艇が

回行われます。4 月と 8 月の第一日曜日の 11

続々と飛び立ちました。

時からです。
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俳句 寺社めぐり
寺社めぐり〔
（その
（その２
めぐり〔Ⅳ〕
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～
第4回

北野 清市(
清市(一清)
一清)

道をしえ茶屋
をしえ茶屋に
茶屋に鎌倉案内図

テーマ「秋の金目観音界隈」

H18 年９月７日。曇り後時々晴。10 時 JR

○鎌倉宮：護良親王が幽閉・殺害されたという

平塚駅集合。光明寺(金目観音)・薬王寺・平塚

土牢へお参りした。
土牢へ
土牢へ梅雨の
梅雨の日射しの
日射しの及
しの及びけり

八幡宮の順に探訪した。

《秋》

天気図では、日本列島を秋雨前線が縦断。関
東地方も北部には大雨警報が発令されていた

○建長寺：鎌倉五山第 1 位。末寺 500 ヶ寺を

が、まあまあの吟行日和であった。

擁するわが国最初の禅寺である。

《北野

鎌倉は
鎌倉は寺社多くして
寺社多くして萩小道
くして萩小道

一清詠》

曼珠沙華レール
曼珠沙華レールの
レールの先は平塚駅

○円覚寺：鎌倉五山第 2 位。創建時には 7 堂

鮎釣れり
鮎釣れり背
れり背を阿夫利嶺
阿夫利嶺に
利嶺に金目川

伽藍・塔頭 42 院を備えていた。その塔頭の 1

秋さ中阿吽仁王の
3 句)
中阿吽仁王の前にかな(光明寺
にかな

つは夏目漱石が逗留。「仏性は白き桔梗にこそ

秋ともし聖観世音鎮座
ともし聖観世音鎮座せり
聖観世音鎮座せり

あらめ」の句碑がある。

つく法師南無観世音唱
つく法師南無観世音唱へをり
法師南無観世音唱へをり

秋の蝶漱石の
蝶漱石の『門』くぐり抜
くぐり抜け

稲たわわ鎌倉古道峡
たわわ鎌倉古道峡めをり
鎌倉古道峡めをり

○東慶寺：駆込寺あるいは縁切寺で知られる古

弥陀仏の
弥陀仏の美男におわす
美男におわす秋
におわす秋の寺（薬王寺 2 句）

刹である。

野仏の
野仏の耳のうしろの酔芙蓉
のうしろの酔芙蓉

赤のままおいでおいでと東慶寺
のままおいでおいでと東慶寺

拝殿を
拝殿を巫女舞ふごとく
巫女舞ふごとく秋
ふごとく秋の蝶（平塚八幡宮）

《冬》
○瑞泉寺：紅葉が谷の山々に囲まれた閑寂な佇

第5回

テーマ「鎌倉寺社めぐり 12 句抄」

まいのいわゆる「花の寺」である。

10 月に予定されていた寺社巡りが、悪天候

瑞泉寺魑魅魍魎
瑞泉寺魑魅魍魎の
魅魍魎の落葉焚き
落葉焚き

のため順延になった。従って、今回は紙面の許

○稲村ヶ崎：新田義貞の鎌倉攻めの古戦場であ

す範囲で、H15 年夏から H17 年秋までの 2 年

る。
義貞の
義貞の鎌倉攻
鎌倉攻めか冬
めか冬の鳩

半、鎌倉の寺院 59・神社 24・史蹟 47、計、
130 ヶ所を探訪したいわゆる「鎌倉寺社巡り」

○東勝寺跡：北条一族が自害し、鎌倉時代が終

を 12 句抄に纏めることにした。

焉した跡である。
高時の
高時の腹きりやぐら
りやぐら寒椿

《夏》

《春》

○スタート：「寺社を巡る会」の探訪は、梅雨

○寿福寺：寺のやぐらの中には虚子の墓があり、

最中の朝比奈越えからはじまった。
六浦より
六浦より朝比奈越
より朝比奈越えや
朝比奈越えや梅雨
えや梅雨じめり
梅雨じめり

椿の好きな虚子を忍んだ。
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やぐら
やぐらには虚子
には虚子の
虚子の墓あり寺椿

○長谷寺：多くの文化人に愛された寺で、虚子

○鶴岡八幡宮：頼朝が幕府を置いて以来、鎌倉

は「永き日のわれらが為の観世音」の句を残し、

のシンボル的な神社である。

高山樗牛はここに一時居を構えていたという。

受験子の
受験子の絵馬に
絵馬に癖字の
癖字の願ひかな

桃の日やひとり一願長谷参
とり一願長谷参り
一願長谷参り

中山道六十九次紀行（
中山道六十九次紀行（その３
その３）
真田 雅行

＜深谷宿―
ｋｍ）
深谷宿―本庄宿―
本庄宿―新町宿－
町宿－倉賀野宿―高崎宿―
高崎宿―板鼻宿＞
板鼻宿＞（38ｋｍ
ｋｍ）

平忠度を討った岡部六弥太の普済寺を過ぎる

社」があり、楠・榧・樅の巨木が茂る境内に

と、10ｋｍほどで武蔵国最北端の「本庄宿」。こ

極彩色の彫刻が施された丹塗りの本殿が実

こは武蔵七党の一つ児玉党の本拠だったが、家

に美しい。更に数キロ歩いて武田信玄の奥方

康の関東移封後は家臣の小笠原信嶺領となり、

の墓がある「陽雲寺」を過ぎれば、武蔵国と

更に幕府直轄領となって以降は中山道の宿場

上野(こうずけ)国境を流れる神流(かんな)川

町・商人町として街道有数の歓楽街であった。

に出る。画家英泉は川中州の手前半分を橋、

今その名残りは本庄商人の商家程度だが、見ど

向こう半分を舟渡しとして描いているが、水

ころは安養院の「小倉家の墓所」内にある江戸

が涸れたら徒歩で、通常は土橋で、大水の時

期の２７基もの文人碑。加賀千代、芭蕉、渡辺

は両岸に渡した綱を手繰りながら渡ったと

崋山筆の嵐雪・基角句碑などが林立して、一風

いう。

変わった雰囲気。墓所特有の暗さがなくてよい。

川を渡れば上野国「新町宿」。すぐ川縁に

しばらく行くと総鎮守の「金鑚(かねさな)神

「神流川合戦」の古戦場跡石碑が目についた。
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本能寺の変を知った織田信長家臣の関東管領で

か本陣・脇本陣はなく、旅籠も 15 軒と少な

ある滝川一益軍１万６千が京へ向かおうとし、

かった。

これを阻止せんとする小田原北條軍５万とこの

高崎での私の関心は「大信寺」の駿河大納

一帯で史上稀なる大激戦を展開。約４千人の死

言忠長の墓にある。彼は三代将軍家光の弟で

者を出して一益は大敗し、伊勢長島へ逃げ帰っ

有能とされ、秀忠とお江の両親は彼を三代将

た。これにより小田原北條氏は上州北部まで進

軍にしたかったようだが、家光の乳母である

出し、関東・越後・会津を結ぶ要衝である沼田

春日局の家康への直訴により実現せず、その

城を信州上田城主の真田昌幸(幸村の父)に割譲

上兄弟の仲が悪く、結局家光により高崎城に

させ、更に近隣の名胡桃城(なぐるみ)を奪ったた

幽閉され自刃して果てた。墓は大きいが、大

め、昌幸の懇請により、豊臣秀吉はこれを口実

信寺はさびれて探すのに一苦労であった。彼

に小田原征伐に踏切った。

の自刃した部屋が少し離れた「長松寺」に移

「倉賀野宿」は新町から６ｋｍ、烏川と利根
川を利用した上信越地方の物資の集散地として
大いに繁昌した。烏川河岸から江戸への水路を、

されているというので行ってみたが、夕方で
見せてもらえなかった。
中山道は高崎で越後方面への三国街道と

行きは米・煙草・木材・砥石・麻・大豆・紙な

分かれ、直角に折れて西へと向かう。烏川に

どを、帰りは行徳の塩・干鰯や茶・小間物など

架かる「君が代橋」から遥かかなたの山上に

を運んだ。従って最盛期には 200 人もの遊女が

立つ高崎観音やギザギザ尖った妙義山を前

いたといわれ、彼女達が寄附して架けた太鼓橋

方に見ながら信濃街道に入り、18 号線沿いの

が有名だったが、今はコンクリート橋になって

５個の大きなダルマに「高崎」
「交」
「通」
「安」

いた。なお倉賀野は中山道と日光例幣使街道の

「全」と書かれた交通標語を過ぎ、上州で唯

追分でもあり、
「是従右江戸道・左日光道」の道

一残る「藤塚の一里塚」を越え、寄り道して

標、常夜灯、阿弥陀堂が今も当時の面影を伝え

福ダルマ市で名高い中国風の「少林山達磨

る。

寺」に立寄る。黄檗宗の寺で急な石階段を登

７ｋｍほどで「高崎宿」。慶長３年(1598)井伊

りきると、本堂横に夥しい数の達磨が積まれ、

直政が入封して高崎と命名し、城下町・宿場町・

山を借景にした広大な庭で休息し、次の「板

市場町として栄えたが、城下町の堅苦しさから

鼻宿」へと向かった。

15

〔会員による
会員による自主講座
による自主講座〕
自主講座〕

六浦・
六浦・金沢の
金沢の地名と
地名と地形（
地形（その３
その３）
納富

優

さて、3 番目の地名「六浦」です。図８のよ

が「六浦」となって、さらに関係の無い北の方

うに、「ムツウラ」もしくは「ムツラ」は全国

まで「六浦の庄」という呼び名が広まって行っ

でもここ「金沢」だけにあるのです。他にもっ

たという人もいます。

とあるだろうと思ってずいぶんと探してみま
したが、無いのです。ただし、類似のものに「六
連（ムツレ）」というのがあります。１つ目は
山口県下関の玄界灘にある「六連島」です。大
小６島が連れ合っています。２つ目は、愛知県
の知多半島に明治のころ 6 村合併してできた
「六面（ムツラ、ムツレ）」です。３つ目。「五
浦」と書く所が茨城県の北部、福島県との県境
（茨城県北茨城市大津町）にあります。これを
「イヅラ」と私は読んでいたのですが、最近「イ
ツウラ」と呼ぶ人もいます。ここには５つの湾
があって、それによって「イヅラ」と付けたの
だといわれています。岡倉天心とか横山大観が
本当に「ムツ」は「六」なのでしょうか…。

好んで滞在した場所で、「五浦海岸」、「五浦温

そうではありません。図 8 に「六か鯥か」とあ

泉」とも呼ばれています。平安末期に「六浦」

むつ

な か

を領した那珂 氏は常陸が本拠地だったので、
「五浦」もゆかりの土地かも知れません。ここ

ります。「鯥」はおいしい魚です。「ムツウラ」
の「ムツ」はこの魚の「鯥」です。また、「布
久良」は「六浦」のことです。これからそのつ

にも「平潟」という地名があります。

ながりを説明します。
「六浦」の起源ですが、「ムツ」は「六」の
図 9 のように、税金というのは律令制度以前

意味で、平潟湾に 6 つの津、すなわち港か桟橋
があったと想像する人がおります。その他に、
金沢の沿岸を南の方へ下ると安浦、田浦、長浦、

からあり、租、庸、調の代納がかなり早くから
認められていました。地名は本来そこに住んで
いる人が「何処そこに行く」とかいうわけです

深浦と浦が入り組んで湾がありますが、その中
のひとつであるこの場所を「六浦」といった。

が、平地に住んでいる民はそんなに出歩く必要
は無い訳で、「隣のだれそれさん」でいいし、

あるいは、全体を「六浦」といった。全体をい

川も「南の川」、「北の川」で済むわけです。む

っていたのが、だんだんと狭まり、現在の地域

しろ船に乗っている人とか、山を狩猟で駆け回
16

っている人、いわゆる海の民、山の民は、
「あ
そこの尾根のどこそこ」と固有名詞を作る必
要がありました。それで一応地名らしきもの
はあったでしょう。
税金を「どこから何ぼ取ろう」とすると、
どう

それには場所の名前が必要だった。現に道が
あって、国があって、郡があって、更に郷や
里がありました。そういう大きさに現在の県、
市、郡、町、村とかと同じように地名が決ま
ってくる訳です。このように、主に地名を固
定する必要があるのは集税のためです。です

州博多の箱崎宮か香椎の神宮で、｢年魚｣で占っ

から「地名を縁起の良い字 2 字にしなさい」と

た。これもほんとに｢年魚｣だったのか疑問が残

いう「吉字 2 つ令」｢好字令｣とかのお上のお達

ります。
ふ ぐ

しが奈良時代の初期、多分西暦 713 年だと思い

「鮐」は「河豚」です。鮭は「サケ」とも「フ

ますが、最初の命令が出た。それから後まだよ

グ」とも読みます。中国には「さけ」は生息し

く調べておりませんが、平安時代になってから

ていません。北のほうの黒竜江省の川は別とし

も、何回となくそういうお達しが出ています。

て、黄河や揚子江には「さけ」はいません。中

そういう訳で、「どこから何ぼ取ろう？」とか

国語では「鮐」と「鮭」は同じ意味で、「鮐」

「今度はちゃんと入ったろうか？」とか、それ

＝「鮭」=「フグ」なのです。最初は「鮐浦」

と同時に地名を中央官庁なり中央から派遣あ

と書いていた。しかし、
「鮐」は「老」とか「醜」

るいは委任されている国の役人がかなり勝手

につながりやすい言葉で、あんまり縁起の善い

に地名を決めて、たぶん木簡だと思いますが、

字ではありません。「鮭」は中国語で｢佳｣「貴」

記録に残したのではないかと思います。

と同音です。「わりとまあ、どっちかというと
こっちのほうがええじゃろう」とこれもまあど

このような歴史を経過して木簡などの記録

っかの役人が考えて、「鮭浦」と書いたのでは

を元に編纂された和名抄では「鮎浦」と書いて、

なかろうか。この「鮭」の字が「鯥」によく似

「フクラ」と読んでいます。今日の感覚ではど

ていますので、これがちょいちょいと筆が走っ

う考えても「鮎」と「フク」とはつながらない。

て「鯥」。さらに、これが「六」という字に変

通説では、この「鮎」は「鮐」の書き間違いで

わったのではないかと思います。「ややこしい

あろうといわれています。それはそうかなと思

から六にしてしまえ」というのが私の想像です。

っています。ところで、「鮎」は鯰（なまず）

「鮐浦」と書かれて「六浦」になるまでの間、

のことです。漢字が中国から来たものならば、

250 年ぐらい空白の期間があります。平安中期

「あゆ」は中国に生息せず、「なまず」でしょ

から平安末期にかけての時代です。
「鮐」＝｢鮭｣

う。日本では｢年魚｣と書いて｢あゆ｣のことをい

→「鯥」→｢六｣が私の想像です。
「鮐浦」と「六

っているのです。なぜ｢年魚｣が「鮎」の字にな

浦」は別の場所ではという人もいますが、同じ

ったかといえば、神宮皇后が三韓征伐時に北九

場所ではなかろうかと思っています。

17

2007 年２月までの予定

寺 社 を
巡 る 会

古文書を
文書を
読 む 会

ふれあ
ふれあい
の道
歩こう会

１２月
12 月 7 日（木）
集 合：10:00 東逗子駅
テーマ：神武寺（もみじ狩
り）
行 動：海宝寺～光照寺～
五霊神社～神武寺～
池子明神～東昌寺他
12 月 11 日（月）
基礎講座第５回
12 月 14 日（木）
ぺリーへの使節全権委任
状及びぺリーの書簡
12 月 21 日（木）
近世野島浦庶民の暮し
12 月 21 日(木)-22 日(金)
群馬①三波石峡のみち、
②渓谷を下るみち、
34 桜山のみち
○
(雨天 2007. 3.29-30)

2007 年１月
1 月 11 日（木）
集 合：10:00 追浜駅
テーマ：浦郷周辺の古刹を
訪ねる
行 動：正光寺～観音寺～
能永寺～光龍寺他

２月
2 月 1 日（木）
伊豆修善寺方面バス探訪
2 月 8 日（木）（2/1 を変更）
集 合：10:00 京急田浦駅
テーマ：田浦地区
行 動：静円寺～長善寺他

1 月 11 日（木）
2 月 8 日（木）
庶民が見た異国船到着
庶民が見た異国船到着聞
聞書き
書き
1 月 25 日（木）
鎌倉日記

2 月 22 日（木）
鎌倉日記及びアーネス
ト・サトウの手紙
1 月 18 日(木)
2 月 15 日(木)
千葉⑤埴輪と遊ぶみち、
千葉⑦伊藤左千夫のみち、
29 城跡をたずねるみち
⑥山武杉の
○
みち
(雨天 1.19)
(雨天 2.16)

懐かしの
映 画 を
観 る 会

12 月 11 日 (月)
会議は踊る
(独)
飢餓海峡
(東映)
12 月 25 日(月)
終着駅
(伊)

1 月 15 日 (月)
2 月 19 日 (月)
用心棒
(東宝)
どん底
(仏)
1 月 22 日
(月)
２月 26 日
(月)
マイ・フエアレデイ(米)
西部戦線異状なし
上映会終了後懇親会

浮
雲
俳 句 会

12 月 24(日)
テーマ：春・夏の名句 20
句の鑑賞、
時 間：9 時 30 分～12 時
場 所：金沢地区センター

1 月 28 日(日)
テーマ：秋･冬･新年の名句
30 句の鑑賞、
時 間：9 時 30 分～12 時、
場 所：金沢地区センター

(米)

2 月 25 日(日)
テーマ：詩の表現技法
時 間：9 時 30 分～12 時
場 所：金沢地区センター

連絡先
寺社を
寺社を巡る会

古文書を
文書を読む会

内田 新二
TEL 772-5610

岡田
満
TEL 784-3420

ふれあ
ふれあいの道
いの道
歩こう会
宮原 宏至
TEL 783-4539

懐かしの映画
かしの映画を
映画を
観る会
佐藤
晃
TEL 701-1606

編集後記 来年２月が 20 号の発行月。ヒトで言えば
発 行 日
成人。この節目に創刊号(平成 14 年５月)まで遡ってみ
発行周期
た。各号の文に心の癒しになることや温もりを感じる。 発 行 者
次の節目(40 号)に向けて、よし頑張るぞ！（編集子
編集責任者
MO）
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浮雲俳句会
浮雲俳句会
北野 清市
TEL 774-3878

平成 18(2006)年 11 月 18 日
４回/年（2、5、8、11 月）
金沢区生涯学習“わ”の会
小

岩

克

介

