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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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2007 年度学習会のご
年度学習会のご案
のご案内
2007 年度学習会の
年度学習会の概要

探訪 戦中の軍に関係した工場がこの地

本会の設立目的である「我が街かなざわの

に数多くありましたが、海軍航空技術廠支廠

歴史を訪ねて」に沿ったテーマを選び、また

跡である現東急車輌工場の見学と日平産業工

会員の皆様から頂いたアンケートを参考に下

場の在りし日を思いながらの探訪を計画いた

表の準備を致しております。ご期待を頂き、

しました。なお、今回の探訪
探訪は
探訪は工場見学のた
工場見学のた

是非ご参加を下さるようお願い致します。

め１０月
平日を
１０月１９日
１９日（金）と平日
平日を予定致してお
予定
りますので曜日をお間違いないよう願います。

講座 今年は皆様におなじみでいつもリ
総会と
総会と第１回学習会

クエストの多い横浜市歴史博物館の斉藤先生、
横浜開港資料館の西川先生のお話を筆頭に設

第１回学習会の当日は学習会に先立ち総会を

定し、続いて地元に残る戦争遺跡のことを

開催します。総会は９：１０から開始したい

“わ”の会会員でもあります葛城氏に、金澤

と思いますので、当日の受付は早めに

文庫再建や新田開発にも大きな力を注がれた

(9:00~9:05)お
お 済 ませ下
ませ 下 さるようお願
さるようお 願 い 申 し

大橋新太郎についてのお話を生れ育った地元

上げます。
げます

金沢の歴史に詳しい酒井先生に、更には金沢
北条氏を含めた北条のことについて鎌倉国宝
館の内田先生にお話を依頼しております。

№
１

２
３
４
５
６
７

日

時

場

所

５月１２日（土）
9：10～12：00

能見台地区
センター

６月

金沢地区
センター
能見台地区
センター
県立金沢
文庫
金沢地区
センター
探訪：能見台
～金沢文庫
能見台地区
センター

９日（土）
9：30～12：00
７月１４日（土）
9：30～12：00
８月１１日（土）
9：30～12：00
９月 ８日（土）
9：30～12：00
１０月１９日（金
金）
10：00～15：00
１１月１０日（土）
9：30～12：00

講

師

“わ”の会代表、他
横浜市歴史博物館
学芸員 斉藤
司氏
横浜開港資料館
調査研究員 西川 武臣氏
郷土史研究家
葛城
峻氏
県立金沢文庫
学芸課長 西岡 芳文氏
郷土史研究家
酒井 宣子氏
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ー

マ

“わ”の会総会(9:10～)
武州金沢藩(9:30～)
金沢の旧家に残る古文
書から
金沢の戦争遺跡
陰陽道と密教
（文庫展示関連講座）
金沢と大橋新太郎
旧軍需工場ベルト地帯
と今

探訪実行委員会
鎌倉国宝館
学芸員
内田

テ

浩史氏

北条氏について

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
新しく「神奈川区いまむかしガイドの会」
と「信濃歴史研究会」の２団体が加盟。
「鎌

人

数：４０名(応募多数の場合は抽選)

申

込：往復ハガキにて

あて先：〒２３１－００２１

倉研究会」は「栄地域史研究会」との統合

横浜市中区日本大通り３番地

で退会。その結果、合計５４団体の加盟と

横浜開港資料館内

なりました（１２月末）。

横浜郷土史団体連絡協議会事務局
記載事項：研修会名（第 4 回研修会）・住

２．第３回研修会実施
回研修会実施

所・氏名・所属団体名（‘“わ”の会）

平成１８年１２月６日(水)に第３回研修

締

切：３月２日

会「保土ヶ谷宿を歩く」が開催され、２７
名 (“わ”の会から４名) が参加。
「保土ヶ

４． 協議会 Nｅｗｓ
ｅｗｓの
ｅｗｓの配布

谷四百倶楽部」のメンバーによるガイドで

協議会では機関紙「横浜郷土史団体連絡

相鉄天王町駅から旧東海道・古東海道・旧

協議会 News」を発行しております。発行

相州道を歩き、ＪＲ保土ヶ谷駅まで約３時

頻度は“わ”の会会報と同じで、年 4 回で

間の散策を楽しみました。好天のうえ、寺々

す。内容は

の紅葉が大変美しかった。

開港資料館をはじめ他の博物館、資料館等

①協議会の活動状況

の催し物情報

②横浜

③協議会加盟の各団体の催

し物などです。

３． 第４回研修会予定
回研修会予定
開港以来、横浜は日本有数の貿易港とし

これまでに No．１～３が発行されました

て発展を遂げましたが、これには市中心部

が、その掲載情報は“わ”の会の皆様にも

を縦横に走る運河が重要な役割を果たしま

有益と思われますので、No．４からは会報

した。第４回研修会では、
「掘割り
掘割り川周辺を
川周辺を

と同時に配布させて頂きます。閲覧・活用

歩く」と題し、磯子区八幡橋から南区中村

をお願い致します。

橋付近まで歩きます。

第 4 回研修会要領
日

時：平成１９年４月４日(水)
１３：００～１６：３０

集

合：八幡橋１２：５０
またはＪＲ根岸駅１２：３０

会

費：５００円
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｢INDEX 金沢｣
金沢｣の進捗状況と
進捗状況と予定
INDEX 金沢編集委員会
金沢編集委員会
「INDEX 金沢」は、
“わ”の会５周年記

二重三重の目で見て、しっかりしたものに

念事業の一つとして 2004 年の総会におい

し、さらに、一般区民の方の目にも耐えら

て承認を頂き、直ちに着手。
“会員全員の手

れるような冊子に仕上げるべく、懸命に最

で作り上げよう”をコンセプトに多くの会

終段階を進んでおります。

員の協力のもと、作業を進めてきました。

今後は何とか約束の新年度第１回学習

まず、文献・資料調査で約 2000 項目を抽

会・総会の席でお渡しできるように努力を
致して参ります。

出。次に会員 50 名で解説文を作成。その後、
解説文の内容チェック、項目の加除などを

なお、附属資料としては、区内の指定文

４名で担当し、形を整えてきました。

化財一覧、金沢歴史年表、和暦・西暦対比

現在は９名で、より精しいチェックをし

表、金沢札所一覧、石塔・鳥居・神社建築

ています。
「INDEX 金沢」は歴史小事典を

の概要（イラスト付）、参考文献・資料を予

標榜していますので、間違いは許されず、

定しています。

フォーラム KANAZAWA のご案内
のご案内
3 月 11 日(日)10：
)10：00～
00～ 能見台地区センター
能見台地区センター
生 涯 学 習 交 流 会 2007 「 フ ォ ー ラ ム

事例報告で構成されます。

KANAZAWA」が３
３ 月１１日
日 )に能見台地区
１１ 日 (日
センターで開催されます。今回は開催日
開催日が
開催日が日曜

詳細

日、開始
開始時間
開始時間が
時間が 10 時になりました。

本会報と同時配布のパンフレット
パンフレットま
パンフレット

たは区役所
区役所の
区役所のホームページ

新しい学習の場を求めている方、学習団体の

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

設立や運営に参加したい方、街の先生になりた

12kurashi/forumkanazawa2007.html

い方など、是非ともお出かけ下さい。
第 1 部：展示・
展示・実演・
実演・体験

をご覧下さい。

“わ”の会

主体は例年通り

の街の先生と生涯学習団体が個別に行う活動内

例年通りに会の活動内容の展

示と新会員の募集を行います。

容の紹介ですが、今回は新企画として街の先生

また、他の学習団体や街の先生の代表者と共

と生涯学習団体が共同して子育てをテーマにし

にフォーラムの全体企画などの事前準備、当日

た「親と子どものひろば」を開設します。

の会場設営の力仕事やステージの音響・マイク
係など、裏方としても頑張っています。

第 2 部：情報交流のひろば
情報交流のひろば

報告会形式とし、

これまでのフォーラムで生まれた成果の報告と、
団塊世代など新しく学習活動を始める人に参考
となることを目的とした生涯学習活動への参加
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会報発行 5 周年を
周年を迎えて
会報編集委員長 小岩克介
会報発行 20 号

会報編集委員会発足

会員間の情報誌として会報が発行されて 5

その後、会報の編集を専門に行う会報編集

年。20 号になりました。ここまで来られたの

委員会が発足し、投稿規定の制定、会報表紙

は、会員の皆様はもとより運営委員、会報編

などの体裁の改定が図られ、ページ数も 12

集委員の絶大なご協力と支援があっての賜物

から 16 ページ程度にまで拡大してまいりま

と深く感謝を申し上げます。

した。会報編集委員も分科会の増設により増
員され、色々特技のある方が加わっています。

自主運営を
自主運営を機会に
機会に発刊

現在、シリーズものも導入し、内容も豊富で

顧みますと“わ”の会が発足したのは 1999

時宜を得た会報内容に進みつつあります。

年 5 月。スタートからの 3 年間は金沢区役所
からの委託事業として運営されました。2002

今後とも
今後とも会員
とも会員の
会員の皆様のご
皆様のご協力
のご協力を
協力を

年に“わ”の会は自主運営に移され、会員の

会員の皆様からの投稿があっての会報で、

継続化と学習会・分科会・会報の三位一体の

投稿に協力を惜しまない会員の皆様に厚く御

活動が開始され、後にホームページが加わり、

礼を申し上げる次第です。この原点を見詰め、

今日に至った訳であります。

更なる発展を求めて会報は脱皮していきたい
と考えています。

編集は
編集は広報担当運営委員で
広報担当運営委員で開始
会報の発行に先立ち、
“わ”の会のロゴマー

会報 21 号は 5 周年記念特集ページ
周年記念特集ページを
ページを設定

クが運営委員会で制定されました。このロゴ

次の会報 21 号(2007.5)は、発行 5 年を記念

マークを表紙に用いた会報様式が定められ、

して、特集ページの設定を考えています。そ

具体的な編集は広報担当委員が行うことにな

の一つとして、会員の皆様から会報に関する

りました。当時、広報担当委員の一番の若手

投稿を募集します。内容は特に絞らず、会報

である私に編集責任者のお鉢が、当然の如く

に関わること全てとします。下記の要領にて、

廻ってきた訳であります。当初、未経験ゆえ

皆様からの投稿を宜しくお願いする次第です。

手法も手立ても分からず、「五里霧中」「日暮
5 周年記念号投稿要領

れて道遠し」の感がありました。しかし、
「案
ずるより産むが易し」で“わ”の会代表はじ
め各運営委員の皆さんの絶大な協力で、記事

締

切：3 月末日

も集まり、文章のワード化に協力する人、編

原

稿：800 字以内（原稿用紙でも可）

集後記は俺に任せろという人も居りました。

題

名：自由

内

容：会報に関する感想、思い出、

第 1 号の発行

期待、提案など

B５版 4 ページの会報を 2002 年 5 月 11 日

投稿法：郵送、ＦＡＸ、電子メール

に、めでたく発行出来ました。この第１号の

問合せ先：Tel･Fax：045-783-0474（小岩）

作成が今でも懐かしく思い出されます。

電子メール：
kanazawa_wanokai@infoseek.jp
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“わ”の会蔵書・
会蔵書・資料
横浜郷土史団体連絡協議会加盟団体の会報と

話(045-771-4393

岡本)、または電子メール

協議会活動の成果報告書をそれぞれ 1 部受領し、 （ kanazawa_wanokai@infoseek.jp）でお知ら

せ下さい。

蔵書に追加しました。貸し出し希望の会員は電

No

著者・編者

21

戸塚歴史の会
神奈川宿遊学セ

22

ミナー／
神奈川宿古文書
の会

書
資
とみづか

名
料

名

第 32 号

【地域資料を読む

入手日

発行日

発行元

2006.6.1

戸塚歴史の会

2006.11

横浜開港資料館

（入手法）
2006.8
(寄贈:発行元)

1】

神奈川宿往来
―神奈川宿本陣石井家文

2006.11
(寄贈:発行元)

書を中心として―

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｢
回学習会｢中世の
中世の六浦を
六浦を探る パート 2」
2006 年 11 月 18 日 講師：中世史研究家 盛本 昌広 氏
○

出席者：93 名（73％）

町屋、洲崎が神社・寺院との関係で発達し
たことが分かった。

○

盛本氏は声が大きくて分かりやすく、かつ
身近な場所の話だったので良かった。

○

六浦が島崎藤村の『夜明け前』と関わりが
あることに感動。再度読みたい。

○

半手すなわち年貢その他の税を北条・里見
の両氏に納めた土地の有力者の智恵に感
心した。

○

今回金沢を見たのと同じ視点から六浦や
他の地域を見た話を聞きたい。

○

今回の続きも含めて、盛本氏の話を聞きた
い。

○

中世の金沢・六浦地区の町衆・農民など庶
民の暮らしぶりを知りたい。
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「INDEＸ
INDEＸ金沢」
金沢」宿題が
宿題が残りました
INDEX 金沢編集副
金沢編集副委員長
委員長 小俣 悦男
ねぐら

ほぼ３年が経ちました。そして、計画した

それよりも何よりも、現役時代には 塒 だけで

『INDEX 金沢』は一応の目途がつきました。

しかなかった金沢の街に、愛着が持てたことで

一応の目途がついたと表現するにはそれなり

す。さらに、地域の中の生涯学習サークルで仲

の訳があります。見直しを重ねる度に誤字脱字

間（おっと失礼。大先輩も多数おられるので仲

や思い込み、調査不足による間違いが次から次

間呼ばわりは失礼かも。でも許してね・・・）

に出てきており、手をやいております。まだま

と大きなテーマに取組んできた充実感もあり

だ修正しなくてはならない事が解説文の記述

ます。多数の参加者で『INDEX 金沢』のよう

中に隠れていると思うと、編集委員としては安

な作業を進めるのは、解説文の書き込み内容等

心していられません。とはいえ、ここまできた

にばらつきも出ますので纏めに時間がかかる

ら当初の計画どおりに５月には会員の皆様の

ことにもなります。事実３年のうちの２年強の

お手元へお届けしなければならないとする一

時間を執筆参加者が項目へ解説文を書き込ん

方で、不完全なものは出せないとの思いもあり、

だ後の、見直しと纏めに費やしました。
生涯学習で事を進めるときに多数で行なう

気を揉みながら、見直し作業に追われておりま

ことは、生涯学習のあり方に適うであろうと同

す。
振り返ると、
『INDEX 金沢』をどうするか、

時に、“わ”の会の目指す方向にも符合します

運営委員会で議論を重ねていたとき、小生も編

ので重みのある意義深いことと受止めており

集委員として参加するかどうか、久方ぶりにか

ます。それ故に残念なことは、作成目的（末

なりの時間をかけ熟慮しました。そして、「大

尾に示す）に全員参加を標榜しながら、結局の

変そうだけど、面白そうだし、勉強にもなるの

ところ執筆参加者は５０名程度（４０パーセン

で、参加する。」と何人かの“わ”の会の仲間

ト）に止まってしまったことです。総会、学習

にメールを打ち、もう後に引けない状況をつく

会、会報、ホームページでの数回にわたっての

りました。

呼びかけ、さらには個々にも声をかけさせて頂
きました。分科会の「寺社を巡る会」からは、

編集委員といっても、素人の集まり。当初は
全くの手探りでした。先ず、項目を拾い出すた

「勉強になる。」とお声がかかり、多数の方に

めに『図説かなざわの歴史』や『かねさは物語』

参加を戴きました。他にも入力サポートのお申

『金沢の１００年』など、金沢にまつわる多数

し出もありました。それでも４０パーセントで

の本を手分けして読みました。しかし、進め方

す。なにしろ、参加された方はほとんどの人が、

の手順などについては今になれば「ああすれば

「大変だったけれど、勉強にもなった。」とお

良かった。こうすれば良かった。」と反省点も

っしゃっています。金沢の歴史を勉強するため

多々あります。しかし事前の想定どおり、“大

に集まっているのだから、もっともっと多数の

変だったけれど、面白かったし、勉強にもなっ

方に参加して欲しかったとの思いが残りまし

た”ことについては間違いありませんでした。

た。
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テーマに取り組むことで、この街への共通認識

今後に考えられる創立１０周年記念事業な
どへ、より多数に参加をしてもらうには如何な

と学習の喜び及び完成時の達成感を共有する。

る手立てが必要なのか、それにはどうしたら良

よって、わが街金沢の歴史研究の一端を担う。

いのかという課題が、宿題として残りました。
“祭りの神輿は皆で担いだ方がより楽しい”と
の視点から、運営委員の一人としてこの問題に
継続して取組んで行きたいと考えております。

作成目的

：“わ”の会創立５周年を機に、こ

れまでの生涯学習で学んだ歴史の研究成果を
踏まえ、会員全員で金沢の歴史に絡んだ大きな

クロアチア音楽祭
クロアチア音楽祭
吉田 雅子
ここは北緯 42゜39'東経 18゜05'に位置する

世界遺産の城塞都市ドゥブロヴニク。機の着

クロアチアのドゥブロヴニク。ついに来てしま

陸を歓迎するかのように幻想的なライトアッ

った。「音楽は私の言葉」とのマエストロ西本

プが！

智実の言霊に誘(いざな)われて。

長旅が報われた。

アドリア海は刻々と光や風に碧さ
を変えていく。絵のようなクロアチア、
クロアチアのような絵との謳い文句
に嘘はない。10 数年前の記憶に残る
激しい内戦の傷跡は少なくとも人目
に触れるところにはない。湾内には豪
華客船が停泊し、ビーチはバカンスの
花盛りである。しかし日本との相違は
海水浴ではなく岩盤浴？日がな一日
シートを敷いた岩に陣取り賑やかに
談笑。言葉はわからずともその楽しさ
は伝わってくる。街でもレストランで
も陽気に楽しみ上手で喜びを全身で
表し、私たちの何倍もいい生き方をし
ている。
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直行便もなく 2 度のトランジットの

城塞の古い石造りのホールに８月２５日夜
夜

1 ヶ月続いた恒例の音楽祭のファイナルを

１０時
１０時。その人はビーズ刺繍をあしらったタキ

スプリットとドゥブロヴニクの 2 ヶ所で若い

シードに身を包んで現れた！

日本の女性指揮者が飾ったことは高く評価さ

余りにも若く

美しい日本からの指揮者を迎え、天も驚いてか

れ、内外の取材陣がお祭広場に詰めかけていた。

突然の雷雨に野外劇場からホールに変更して

日本からは TBS やスマステ班が。
夜も更けた 12 時過ぎ、雨の中での閉会式。

のコンサートとなった♪

天使の役割の子供たちは濡れながらポールの
周りで静かに待ち、やがて大会旗降納。旗を持
った天使の行進。広場には夜のしじまが戻り音
楽祭は終わりを告げた。

気がつけばチャイコフスキー未完の交響曲
「ジーズニ:人生」が心の深奥に響く音を届け
てくれていた。この曲は昨年、チャイコフスキ
ー記念財団により補筆され、100 年以上の眠り

平和なればこその音楽祭。バスで数時間の隣

から醒め、日の目を見た。「ロシアの魂」と云

国モンテネグロ(サッカー・オシムの出身地)に

われる彼の曲は日本の西本智実により世界初

は戦乱で男子は子供に至るまで殺害され、いま

演を果たした♪

だ女性だけの村もあり、壁には弾痕のあとも

音楽は通訳のいらない言葉・

生々しい。

世界共通の感嘆詞！と云われる由縁を実感し
た。指揮者としてウイーン･スイスなどヨーロ

クロアチアの首都ザグレブは三浦知良もサ

ッパへの歩みを確実にした今、「努力を重ねた

ッカーチームに所属していたことがあり、こじ

者に女神は必ず微笑む」とそんな時が流れてい

んまりと落ち着いた街であった。
旧ユーゴスラビアが世界の激動の波に抗え

った。

ず分割を余儀無くされた現実とアドリア海の
星の煌めきは対象的であった！
人間は、いや私は人生の終楽章をどう生きれ
ばいいのか

～

を考える旅でもあった。

編集注記：“わ”の会ホームページに
カラー写真を掲載します。
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俳句 寺社めぐり
（その
寺社めぐり〔
めぐり〔Ⅳ〕
（その３
その３）
～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6回

北野 清市(
清市(一清)
一清)

テーマ「晩秋の日向薬師周辺」
秋冷や
3 句）
秋冷や阿吽二像の
阿吽二像の仁王門（日向薬師
仁王門

Ｈ18 年 10 月 30 日。晴時々曇り。10 時小
田急伊勢原駅集合。日向薬師(昼食)・白髭明神

天高し
天高し宝城坊の
宝城坊の二本杉

・大田道灌の墓の順に探訪した。今回は 10 月

弥陀仏は
弥陀仏は丈六仏や
丈六仏や秋気満つ
秋気満つ

5 日の雨天順延の振り替えであり、またスケジ

どんぐりの神
どんぐりの神の子宿す
子宿す白髭さま
白髭さま（白髭明神）
さま

ュール終了後、個人的に大山の阿夫利神社に参

伊勢原に
伊勢原に道灌の
道灌の墓木守柿（大田道灌の墓）
墓木守柿

詣。これを追加表記した。

もみぢして迎
もみぢして迎へくれたる山
くれたる山の駅(阿夫利神社 3 句)

《北野

拝殿に
拝殿に拍手打てる
拍手打てる菊日和
てる菊日和

一清詠》

伊勢原へおいでおいでと
伊勢原へおいでおいでと芒
へおいでおいでと芒かな
第7回

大山に
大山に暮れゆく秋
れゆく秋を惜しみけり
テーマ「幕末の浦賀を訪ねて」
与力書く
与力書く「帰本の
帰本の碑」あり柿灯
あり柿灯る
柿灯る（帰本塚）

Ｈ18 年 11 月 2 日。曇り時々晴。10 時京急
浦賀駅集合。浦賀ドック・大衆帰本塚・郷土資

秋ともし咸臨丸
ともし咸臨丸の
咸臨丸の模型かな
模型かな(郷土資料館)
かな

料館(昼食)・陸軍桟橋と船番所跡・灯明堂・浦

炭焼きの
炭焼きの烟
きの烟り見へたり愛宕山
へたり愛宕山

賀奉行所跡・西叶神社の順に廻った。本日から

引き揚げの「
げの「陸軍桟橋」
陸軍桟橋」鯊日和

再び三浦方面巡りの探訪となり、ガイドも鎌倉

秋潮や
秋潮や廻船あまた
廻船あまた船番所
あまた船番所

ボランティアガイド協会から逗子ボランタリ

磯の秋安房みはるかし
秋安房みはるかし灯明堂
みはるかし灯明堂

ーガイド倶楽部に変った。

秋深む
秋深む奉行所跡の
奉行所跡の石の橋

《北野

神殿の
神殿の花鳥天井秋気満つ
花鳥天井秋気満つ（西叶神社）

一清詠》

黒船にゆかりの
黒船にゆかりの駅
にゆかりの駅や秋更くる
秋更くる

土産には
土産には浦賀
には浦賀の
浦賀の水飴暮るる
水飴暮るる秋
るる秋

造船の
造船の浦賀ドック
浦賀ドック跡秋思
ドック跡秋思かな
跡秋思かな

第8回

テーマ「紅葉の神武寺界隈」
曼荼羅の
曼荼羅の弥陀を
弥陀を囲みて冬
みて冬うらら

Ｈ18 年 12 月 7 日。曇り。10 時ＪＲ東逗子
駅集合。海宝院・光照寺・五霊神社・法勝寺・

銀杏散る
銀杏散る真っ只中の
只中の社かな（五霊神社）
かな

神武寺(昼食)・東昌寺の順に探訪した。今日は、

極月の
極月の大庇あり
大庇あり繞
あり繞む竹（法勝寺 2 句）

24 節気の一つである「大雪」。何となく底冷え

寺男天に
寺男天に登りて松手入
りて松手入れ
松手入れ

し、大自然もまた師走の様相を呈して来た。

晩鐘の
3 句）
晩鐘の一打を
一打を思ふ師走寺（神武寺
師走寺

《北野

煤払ふ
煤払ふ法要近き
法要近き薬師堂

一清詠》

駅近き
2 句）
駅近き海宝院や
海宝院や紅葉どき
紅葉どき（海宝院
どき

神武寺の
神武寺の「弥勒やぐら
弥勒やぐら」
やぐら」や紅葉散る
紅葉散る

野水仙慎太郎の
野水仙慎太郎の墓護りけり
墓護りけり

落葉踏み
落葉踏み池子へようこそ
池子へようこそ六地蔵
へようこそ六地蔵（東昌寺）
六地蔵

銀杏黄葉敷く
2 句）
銀杏黄葉敷く参道や
参道や光照寺（光照寺
光照寺
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第9回

テーマ「追浜の今昔」
資源ごみ
資源ごみリサイクルプラザ
ごみリサイクルプラザ日脚伸
リサイクルプラザ日脚伸ぶ
日脚伸ぶ

Ｈ19 年１月 11 日。晴後曇り。10 時京急追
浜駅集合。六地蔵・雷神社・法福寺･リサイク

巨大なるくるま
巨大なるくるま運搬船冬
なるくるま運搬船冬の
運搬船冬の鳩

ルプラザ（昼食）
・予科練生発祥の地・自得寺・

寒日和巣立ちし
寒日和巣立ちし海軍予科練生
ちし海軍予科練生（予科練発祥の地）
海軍予科練生

正光寺・首斬観音・良心寺の順に廻る。今日は

タンカーの
タンカーの進むともなき冬
むともなき冬の湾

「鏡開き」。正月気分を払拭して、隣の街の今

寄せ木なる十王座像寒雀
なる十王座像寒雀（自得寺）
十王座像寒雀

昔に思いを馳せる。

法然の
法然の降誕記念
降誕記念碑寒
記念碑寒椿
碑寒椿（正光寺）

《北野

西向きの
西向きの首斬観音
きの首斬観音寒
首斬観音寒鴉

一清詠》

冬ぬくし国道見張
ぬくし国道見張る
国道見張る六地蔵

蝋梅や
蝋梅や結界越え
結界越えて良心寺
良心寺

いかづちの名
いかづちの名のある社冬木立
のある社冬木立（雷神社）
社冬木立
谷戸奥にあまたのやぐら
谷戸奥にあまたのやぐら寒
にあまたのやぐら寒の寺（法福寺）

中山道六十九次紀行（
中山道六十九次紀行（その４
その４）
真田 雅行

＜板鼻宿―
板鼻宿―安中宿―
安中宿―松井田宿―
松井田宿―（横川）
横川）―坂本宿＞（
坂本宿＞（２３
＞（２３ｋｍ）
２３ｋｍ）

「板鼻宿
板鼻宿」では、皇女和宮が宿泊した本陣の
板鼻宿

場」跡などを訪れてみたかった。

木島家跡と、中山道では珍しく増水すると川留

本陣跡は公民館になっていて、その本陣書院

となった碓氷川の「鷹之巣の徒歩（かち）渡し

の和宮資料館に彼女の赤い鼻緒の草履や諸道
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具が展示され興味深かったが、徒歩渡しの現場

その代わりに日本マラソンの起源とされる

跡の方は跡形も無くなっていて、川留により逗

「遠足（とおあし）安政マラソン」の幟が林立

留客で賑わった昔の渡し場の面影は片隅の小

し、ちょうど前日に安中城跡から碓氷峠山頂の

さな絵入りの説明板だけだった。

熊野権現まで７里余り（２８ｋｍ）を鎧兜姿で

そのほか宿では男女二神の「双体道祖神」の

走るマラソン大会があったとのことで、起源が

石像がいくつか目についた。信州安曇野に多い

安政２年（１８５５）というから古い。

瓢（ふくべ）と盃を持った祝言像で、子孫繁栄、

やがて国道１８号との合流地点に立つ「妙義

夫婦和合、縁結び、子供の守り神と許容量の大

道の常夜灯」を過ぎ、再度旧道に入ると「松井
松井

きな神様だ。宿場の裏手には、碓氷川から引き

田宿」
田宿 。ここは奇岩怪石と信仰の山・妙義山へ

入れた配水用の澄んだ「板鼻堰」が勢いよく流

の登山口であり、信州諸藩の江戸廻米の中継地、

れていた。

碓氷峠への宿場町として大いに栄えた痕跡が

鷹之巣橋を渡り抜けると、やがて左向こうの

随所に残る静かな宿。

中腹に東邦亜鉛の鬼ケ島の巣窟のような異様

ここでは村はずれの信越本線近くの東・西２

な工場群が目に入り、環境に不似合いで幻滅を

軒の中島家「五料の茶屋本陣」が必見で、参勤

覚えて、次の安中宿へと自然に歩きが早くなっ

交代の大名や公家の休憩所になった。ここから

た。

の妙義山夕焼けの眺望がまた格別に美しい。

「安中宿
安中宿」
安中宿 は東邦亜鉛の工場群のイメージか

あの峠の釜飯で名高い横川まではあと小１

ら、ただ通り過ぎるだけのつもりが、高台の旧

時間。薄暗くなってきた登りの丸山坂にある馬

市街、特に「大名小路」に入って印象が変わっ

方に首をとられて泣いたという「夜泣き地蔵と

た。地図を見ると、安中は碓氷川と九十九川に

茶釜石」を横目で見ながら「横川
横川」入りし、あ
横川

挟まれた要害の地で、碓氷峠の関所を管轄した

わてて宿探しをして、やっとのことできれいな

安中藩「旧碓氷郡役所」や「旧安中藩郡奉行役

宿１軒見つけて泊めてもらった。

宅」、
「同武家長屋」等が復元公開され、江戸時

宿のおかみから、横川にはここしか宿がない

代に戻った感じで何となくホッとした。ただ

と聞いてビックリしたが、３０分前に学生風の

「安中城」跡は学校になっていて、校庭前の石

若者にせがまれて、本日休業予定を取り消した

碑で辛うじて痕跡を偲ぶのみであった。

直後に私が来た、と聞かされ二度ビックリした。

やがて旧道は「原市の杉並木」になる。天保

夕食もあり合せのものしかないがやってみよ

１４年（１８４４）には１ｋｍにわたり７３１

うと言われて本当に助かった。

本もあり、日光の杉並木と並び賞せられたとい

出会いとはよく言ったもので、宿の夫妻は料

われるが、今残るのはわずか数本のみ。

理の名人で、和洋折衷料理と地元名酒とサービ
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スの高級ワインを賞味しながら学生・夫妻と楽

本宿」
本宿 を過ぎれば、いよいよ難所の碓氷峠越え

しく団欒し、今も時々思い出す。大学生は中山

である。

道の旅を卒論にするそうで、１００ｍおきに写
真をとっているという。翌朝、洗ってまだ乾か
ないシャツなどを棒に吊るしながら旅立って
いった姿が目に焼きついて離れない。後に夫妻
から年賀状をもらい、学生から京都到着の連絡
があったという。
駅前で味と器が人気の釜飯「おぎのや」で出
来立ての釜飯を買い、碓氷峠山頂の熊野権現神

イラストや
イラストや写真を
写真を募集！
募集！

社で昼食に食べたが、冷たくなっていて美味く
なかった。やはり出来立てはすぐ食べるのが一

“わ”の会の会報やホームページを飾るイラ
ストや写真を募集します。

番美味い。
快晴の青空に朝日を浴びて浮かび上がる妙

会報

義山の横顔を部屋から愛でた後、横川駅の隣の

文末のスペースを埋めるイラストや写真。題
材は自由。ただし、モノクロのみ。コントラス
がはっきりしたもの。

「碓氷峠鉄道文化村」に入り、１０００分の６
６．７という碓氷峠の急勾配を路面にとりつけ

ホームページ

られた歯車を頼りにあえぎながら登っていた

① トップページ用
金沢の歴史や現在をスケッチしたイラスト
や写真。カラーの大判。

アプト式鉄道のレールや特急列車“あさま号”
を観て回った。残念ながら廃止されて今は横川

② 会員の寄稿
金沢の歴史や現在をスケッチしたイラスト
集や写真集。カラーの大判で数枚で１セット。

駅で線路は途切れているが、駅前の釜飯「おぎ
のや」は健在である。

③ ページのスペース用
スペースを埋めるイラストや写真。題材は自
由。

少し歩くと「碓氷の関所」跡。復元された東
門の下にしばし腰を下ろして、厳しかった“入

連絡先：
金間（カネマ）（広報担当運営委員）
Tel/Fax 045-775-1612
Mail
kanazawa_wanokai@infoseek.jp

り鉄砲に出女”取締りを偲ぶ。ここは箱根の
関・浜名湖の新居の関・木曽福島の関と共に四
大関所の一つだった。
さらに４５分歩くと正面にこんもりと丸い
刎石山（はねいしやま）が現れ、背後に碓氷関
所、前に碓氷峠を控えて宿泊客の多かった「坂
坂
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〔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４
その４）
納富

優

最後の地名である「金沢」です。図１０のよ

ワ）」、山形県の「左沢（アテラザワ）」、愛知県

うに、
「金沢」という場所は全国に約 60 ありま

の「稲沢（イナザワ）」など、統計を取ったわ

す。非常に気になるのは九州と四国にはゼロの

けではないですが、「沢」は「サワ」より「ザ

ことです。あったら教えてください。私の調べ

ワ」のほうが多い。もうひとつの「カネ」か「カ

た範囲では、一番西が山口県にひとつあったか

ナ」かですが、現在使われている言葉、あるい

どうかです。

は江戸時代に使われていた言葉を見ると「カ
ネ」は「お金」とか「金」とか「銭」、要する
にお金関係で、
「金持ち」
・
「金蔵」とか。
「カナ」
は「金物」・「金気」・「金具」など、金属ででき
たものを呼んでいるのが多い。
図１１に移り、地名の「金沢」ですが、全国
で 60 数箇所あると申しましたが、これも「カ
ネサワ」、「カナザワ」と読むところと色々有り
ます。秩父に今でも「カネザワ」と呼ぶと思い
ますが、埼玉県秩父市の荒川の下流にひとつあ
ります。甲州との境に近いところです。古い銅
銭である和銅開珎の銅が、この近くで採れて、
中央政府へ献上した。今でもこの「金沢」の近

当地の「金沢」という地名についての語源は、
昭和の初めに、金沢文庫の館長であった関

靖

先生が「かねさは物語」で書いておられます。
この本は「金沢」の地名の由来のほか、金沢四
石、金沢八名木など、かなり集中的にいろんな
ことを書いておられる名著です。それで、私が
とやかくいうのもおこがましいのですが、関先
生の「かねさは」では「ハ」と書いて「ワ」と
読ませる。これはかなり古くからです。それか
ら「サ」と「ザ」ですね。これは、大体濁点を
打ちませんので「カネサハ」か「カネザハ」か
よく判りません。図１０のように、どっちかと
いうと地名は「カネザハ」の方が多いようです。

くに「和銅」という地名が残っています。山が

現代の地名でいうと、各地にある「小沢（オザ

あって、銅が出る。ただし、ここでは鉄は出な
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いし、製鉄や鉄を加工したという記録も残って

居ます。広い意味では製鉄のときの表面に浮い

いません。ただし、畠山氏の所領に近いことは

たノロと呼ばれる不純物で、これも「かなくそ

事実で、この「金沢」は畠山氏の領地だったか

の」一種で間違いないと思います。主に、「と

もしれません。本拠地はもう少し荒川を下った

んてんかん。とんてんかん。」の方の鍛造だと

ところかもしれませんが。いずれにして埼玉県

思います。

には朝鮮半島から製鉄技術が伝わっており、地

「釜利谷」の水源をたどっていくと、山の一

名も「高麗」とか、朝鮮から来たというのが残

番高いところは円海山へ行く訳です。反対側の

っています。その他に、奥州征伐によく出てく

大船の方へ流れる鼬 川があります。六浦原宿線

いたち

さく

る秋田の「金沢の柵」。この「柵」は「キ」と

の道路に沿って流れて、大船駅を通り、藤沢の

読んでも良いのですが、城にも通じる意味が有

方へ抜けて海へ出ます。その周辺には鞴 や炉の

ります。それから山梨県東八代郡（現在は笛吹

跡・溶融鉄の流れ道など、時代ははっきりしま

市）に「米倉」という場所があり、その近くに

せんが、かなり古い鉄の関係の遺跡があるよう

も「金沢」という地名があります。この「米倉」

です。円海山系で鉄が採れたのかどうか私は判

は六浦の米倉氏の出身地です。それから長野の

りません。「円海山から小柴まで、今でも砂鉄

方へ行って茅野市になりますが、「金沢」とい

の層が続いている」と、ある人が話していまし

う宿場町があります。諏訪湖の南岸に「高遠」

た。

ふいご

あぶみ

という桜の有名な町がありますが、そこへ行く

先ほどの関先生は鐙 について触れておられ、

分れ道です。これは江戸時代に栄えた町です。

「釜利谷」・「金沢」で造られたのではないかと

他にも非常に沢山あります。

いっています。刀についてはあんまり聞きませ
ん。鐙はとんてんかんで造るものなのか、鋳物

一般的には鎌倉時代になって畠山氏が出て

で造るのか判りませんが、スリッパみたいなも

来て、当地の「釜利谷」も畠山氏のひとつの領

ので、武蔵鐙が有名です。材質は鉄です。畠山

地だった。そこに金属関係の職人を呼んだ。そ

重忠の使ったという鐙が釜利谷の東光禅寺に

れがひとつの「金沢」の語源ではなかろうかと

残っています。それから船を造る時の釘ですね。

思います。ただし、秩父の方はあくまでも銅と

これは鍛造です。「金沢」では釜で煮る方式で

金ですね。銅、金、銀は割りと一緒に出ますか

塩が作られていました。この釜は「釜利谷」で

ら。
「釜利谷」はやっぱり鉄だろうと思います。

作ったと思います。多分鍛造ではなく鋳造だと

鉄といっても鉄鉱石から鉄を作る製鉄、でき

思います。この「釜利谷」・「金沢郷」に移った

た鉄を打つ鍛造、それに鋳物をつくる鋳造の 3

北条実泰が金沢氏を名乗って、さらに称名寺に

つがありますが、「釜利谷」ではなんであろう

移ってそこが本拠地になり、その周辺がいわゆ

か？「釜利谷」では「かなくそ」が何ヶ所から

る「金沢」という地になった。この「秩父・畠

見つかっています。狭い意味では、「とんてん

山・釜利谷・金沢」というのが、かなり有力な

かん。とんてんかん。」とやって表面に浮いて

説です。

きた酸化されたものが剥がれて落ちる。これが
「かなくそ」。炭素がある一定の含量になって、
刀とか硬いものになって残る鍛造ですね。鍛冶
屋です。そういう廃棄物が出ていたという人が
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2007 年５月までの予定

寺 社 を
巡 る 会

古文書を
古文書を
読 む 会

ふれあい
の道
歩こう会
こう会

懐かしの
映 画 を
観 る 会

浮
雲
俳 句 会

３月
3 月 1 日(木)
集合：10:00 汐入駅
テーマ：汐入地区
行動：諏訪大神社～満蔵寺
～長源寺～大六天神
社他
3 月 8 日(木)
庶民が見た異国船到着聞
書き
3 月 22 日(木)
鎌倉日記及びアーネス
ト・サトウの手紙
3 月 15 日(木) (第 37 回)
千葉⑩山里のみち
（雨天 3 月 16 日）

４月
4 月 5 日(木)
集合：10:00 横須賀中央駅
テーマ：横須賀中央駅から
大津町へ
行動：曹源寺～妙眞寺～信
楽寺～貞昌寺他
4 月 9 日(月)
基礎講座第６回
4 月 12 日(木)
ハリスの開港要請問答集
4 月 26 日（木）
参宮道中記
4 月 19 日(木)(第 38 回)
群馬④小梨峠から牛伏山
へのみち
(雨天 4 月 20 日)

５月
5 月 10 日(木)
集合：10:00 京急久里浜駅
テーマ：久里浜付近の霊場を
訪ねる
行動：慈眼寺～正業寺～若宮
神社～宗円寺他
5 月 10 日(木)
ハリスの開港要請問答集
5 月 14 日（月）
基礎講座第７回（最終）
5 月 24 日（木）
参宮道中記
5 月 17 日(木)(第 39 回)

3 月 5 日(月)
ﾍﾞﾆｰｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ物語（米）

4 月 9 日(月)
地上より永遠に (米)

5 月 14 日(月)
居酒屋 (仏)

3 月 12 日(月)
裸足の伯爵夫人（米）
カサブランカ（米）
3 月 25 日（日）
テーマ：俳句表現方法の留
意点 ・書き表し方
時間：9：30～12：00
場所：金沢地区センター

4 月 23 日(月)
忍ぶ川 (東宝)

5 月 28 日(月)
甘い生活 (伊)

いしぶみ

群馬⑤石碑めぐりのみち
⑥白衣観音めぐりのみ
ち
（雨天 5 月 18 日）

4 月 29 日（日）
5 月 27 日（日）
テーマ：俳句表現方法の留テテーマ：俳句表現方法の留意
点 ・句作上の諸留意点
意点 ・句作の型
時間：9：30～12：00
時間：9：30～12：00
場所：金沢地区センター
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
古文書を読む会

内田 新二
TEL 772-5610

岡田
満
TEL 784-3420

ふれあいの道
ふれあいの道
歩こう会
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
発 行 日
編集後記 会員の皆様のご協力で 2006 年度最後の会
報をお届けできることに感謝致します。この会報も 5
発行周期
年の歳月を歩み、20 号に到達しました。その間、会員
発 行 者
の皆様の投稿に支えられて来ました。2007 年は団塊の
世代が退職を迎え、“わ”の会に参加される方も多く
編集責任者
なるでしょう。新しい年を迎え、新鮮な血液を注入し、
継承と発展の機会になるように期待します。 誠作
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浮雲俳句会
北野 清市
TEL 774-3878

平成 19(2007)年 2 月 17 日
４回/年（2、5、8、11 月）
金沢区生涯学習“わ”の会
小

岩

克

介

