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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    2222１１１１号号号号    
 

 

 

    

    

    

    

    

    

代表挨拶代表挨拶代表挨拶代表挨拶    １２１２１２１２    朝比奈探訪余話          （近藤純三郎) 

２２２２    新年度を迎えるにあたって １３１３１３１３    道標を求めての道すがら～から 1年余り 

       （“わ”の会代表 岡本茂男）      （蒲谷初男） 

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    １４１４１４１４    “わ”の会の仲間になっての“雑感”    

３３３３    フォーラム KANAZAWAの報告         （池谷春夫） 

学習会学習会学習会学習会 １５１５１５１５    浮雲綴り  （田中徳明） 

３３３３    学習会の感想(アンケート結果) １６１６１６１６    「古文書を読む会」に入会した動機 

分科会分科会分科会分科会だよりだよりだよりだより     (水野哲太郎) 

４４４４    「ふれあいの道歩こう会」報告 １６１６１６１６    「古文書を読む会」に入会して（渡辺紀一） 

    (代表 宮原宏至) １７１７１７１７    「古文書を読む会」に参加して 

５５５５    「懐かしの映画を観る会」近況         （根本好之）    

    (代表 佐藤 晃) １８１８１８１８    古文書は難解だが楽しい （貞廣長昭） 

会報発行会報発行会報発行会報発行５５５５周年記念企画周年記念企画周年記念企画周年記念企画 会員会員会員会員のののの寄稿寄稿寄稿寄稿    

寄稿集寄稿集寄稿集寄稿集：：：：    １９１９１９１９    里山に魅せられて    （絹田  紀）    

会報会報会報会報へのへのへのへの思思思思いいいい・・・・““““わわわわ””””のののの会会会会へのへのへのへの思思思思いいいい    ２０２０２０２０    俳句 寺社めぐり〔Ⅳ〕(その４) 

７７７７    発行５周年記念企画について      （北野清市） 

     （会報編集委員長 小岩克介）２１２１２１２１    中山道六十九次紀行（その５） 

７７７７    会報発行５周年を迎えて （高橋好一）         （真田雅行）    

８８８８    発刊５周年を祝ぐ  （北野清市） 金沢金沢金沢金沢のののの歴史研究歴史研究歴史研究歴史研究 

９９９９    会報雑感     （大野伊史） ２４２４２４２４    六浦・金沢の地名と地形（その５）    

１０１０１０１０    会報発行５周年に想う （太田吉信）       （納富  優） 

１０１０１０１０    会報を読んで    （鈴木勇夫） 行事予定行事予定行事予定行事予定 

１１１１１１１１    ばんざい      （福井経正） ２６２６２６２６    2007年８月までの予定 

１２１２１２１２    入会２年生の感想  （大川一馬）      
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    新年度新年度新年度新年度をををを迎迎迎迎えるにあたってえるにあたってえるにあたってえるにあたって 

                  ““““わわわわ””””のののの会代表会代表会代表会代表    岡本岡本岡本岡本    茂男茂男茂男茂男    
 

“わ”の会活動の第第第第９９９９期期期期を迎えるにあたり、

ご挨拶申し上げます。また、今年も皆様にお会

いでき大変嬉しく存じております。 

 

会員会員会員会員数数数数 

今年度の会員は１２４名です。１０名の方が

新入会員として新しくお仲間になりました。金

沢の歴史を学ぼうとする仲間として心より歓

迎申し上げます。 

 

学習会学習会学習会学習会 

昨年度は、定期学習会を７回。それに伴う探

訪を１回。特別公開講座として横浜市歴史博物

館の小林講師による「慶応四年の武州金沢藩」

を開催することができ、また皆さんからも大変

好評でありました。 

 

分科会分科会分科会分科会 

５分科会もそれぞれ活発に活動され、初期の

目的を達成されていることはご同慶の至りで

す。ことに、新発足した「浮雲俳句会」も各回

とも盛会とのこと、喜ばしく思います。 

 

「「「「INDEX 金沢金沢金沢金沢」」」」 

皆様のご協力により編集いたしております

「INDEX金沢」は、５月に皆様のお手元にお

渡しすべく努力いたして参りましたが、なお、

内容の精査を行い、多くの方の目に触れる段階

で誤解をされるような記載内容を極力減ずべ

く、鋭意手直しを実施いたしております。お約

束の期日にお渡しできないことをお詫び申し

上げます。現在、編集委員が内容精査に努力い

たしておりますので、暫時の時間を頂き完全な

ものにいたしたく存じております。どうぞご理

解を賜りたくお願い申し上げます。 

 

「「「「横浜郷土史団体連絡協議会横浜郷土史団体連絡協議会横浜郷土史団体連絡協議会横浜郷土史団体連絡協議会」」」」活動活動活動活動 

昨年発足した「横浜郷土史団体連絡協議会」

も逐次活動を広げ、研修会も３回行い、“わ”

の会会員もこの研修会に多数参加されており

ます。１９年度はさらに研修会の充実を図るべ

く計画中であります。協議会では、加盟団体の

活動状況を広く知らせるため、年４回「横浜郷

土史団体連絡協議会ニュース」を発行いたして

おります。この内容を“わ”の会会員にもお知

らせし、市内の他の団体が主催する講座にも参

加していただくため、このニュースを増刷し、

皆様に配布することを２月号から実施してお

ります。他団体でも広く参加を呼びかけている

講座もありますので、お気に入りの催しに是非

ご参加されては如何でしょうか。 

 

生涯学習交流会生涯学習交流会生涯学習交流会生涯学習交流会 

毎年実施している金沢区役所生涯学習支援

係のご指導による生涯学習交流会も能見台地

区センターにおいて３月１１日に開催し、例年

通り盛会のうちに終えることができました。

“わ”の会のブースにも大勢の区民の方が立ち

寄り、当会の活動に対し興味を持っていただき

ました。 

 

これから始まる各学習会には、是非ご出席い

ただけるよう健康保持にも充分ご留意頂きま

すようお願い申し上げます。 
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フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム KKKKANAZAWAANAZAWAANAZAWAANAZAWA のののの報告報告報告報告    
 

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３月 11日(日）に能見台地区センタ

ーで開催されました。今回は日曜日日曜日日曜日日曜日開催開催開催開催、オーオーオーオー

プンプンプンプン 10 時時時時に変更され、その効果か、来場者は

４１０人（昨年度は 350人）となりました。 

～～～～展示展示展示展示～～～～ 

前半(10：00～14：00)では、“わ”の会をは

じめ７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 27名の街街街街のののの先先先先

生生生生が参加し、講座や教室の様子を区民の方々に

発表発表発表発表(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)しました。 

～～～～交流交流交流交流ひろばひろばひろばひろば～～～～ 

後半(14：00～16：00)では、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方に参考となるこ

とを目的とした生涯学習活動への参加事例報

告が行われました。 

～～～～実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会～～～～ 

“わ”の会は学習会の会場や印刷などで区の施

設利用に便宜を頂いております。そのため、従来

から区の要請に基づいて生涯学習交流会実行委

員会に一メンバーとして参加しています。「フォ

ーラム KANAZAWA」の企画や準備、当日の展

示会場設営やステージの音響・マイク係・映像機

器操作など、裏方としても協力しました。 

    

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））））    

特別公開講座特別公開講座特別公開講座特別公開講座｢｢｢｢慶応四年慶応四年慶応四年慶応四年のののの武州金沢藩武州金沢藩武州金沢藩武州金沢藩」」」」    

2007 年 2 月 17 日 講師：横浜市歴史博物館  学芸員  小林 紀子 氏  出席者：65 名 

 

○ 日記を通じ、

政変時金沢で

の庶民レベル

の動きがよく

分かった 

○ 資料が多く、

文書の説明も

上手く、話が聴

きやすかった 

○ 江戸時代の古文書に直に触れることができ 

て良かった 

○ 新政府への移行時の混乱がよく分り、印象

深かった 

○ 勤王と佐幕の対立状況を詳しく知りたい 

○ 金沢藩はなぜ新政府についたのかを知りた

い 

○ 特別講座を一回のみでなく、どんどん開催

して欲しい 
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     「「「「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」」」」報告報告報告報告

                        代表代表代表代表 宮原宮原宮原宮原    宏至宏至宏至宏至    
 

 

分科会「ふれあいの道歩こう会」は平成 15

年 11月にスタートして 3年半が経過いたしま

した。当初、果たして 1年続くかどうか不安で

したが、早くも 3年半経過したことになります。

これも会員の皆様の支えがあったからと感謝

しております。 

 ここで、今までの活動を振り返えりながら、

状況報告させていただきます。 

神奈川県から出発し、東京都、埼玉県を完了

し、現在、群馬県を歩いております。ただし、

昨年と今年の冬は雪の心配のない千葉県を歩

きました。毎月１回の「歩き」で計 37回(雨天

中止３回、延期数回)、コース数で計 51となり

ました。これは「関東ふれあいの道」全コース

144の三分の一強。距離にして東京～京都位と

なります。 

 県別の全コース踏破者数は神奈川県コース

11 人、東京都コース 15 人、埼玉県コース８人

ですが、欠席コースを後から個人で歩いている

会員もおられますので、毎月のように踏破者数

は増加しております。「関東ふれあいの道」が

平成元年に設定されてから、17 年以上経過し

ておりますが、平成 17年に神奈川県全コース

踏破の認定証を私がもらった場合で 158 番で

すから、1 年平均 10 人未満。そこに我が「ふ

れあいの道歩こう会」の会員が 11 人まとめて

申請いたしましたので、神奈川県庁の担当部署

もびっくりされたようです。「関東ふれあいの

道」は個人または 2～3 人で歩くケースが多い

ようで、10 人以上の集団で歩くのは極めて少

ないようです。 

 素人集団ですから、天気予報で雨の場合は延

期としていますが、最初の 2年間は全く雨天延

期無し、昨年の 1月～8月までは徹底して雨ま

たは風に祟られ、その後はまた雨天延期も稀と、

自然が相手ですから天気には振り回されっぱ

なしです。当番(リーダー)は１週間前より、15

回も 20回もパソコン等で天気予報とにらめっ

こです。 

 素人集団のため、最初はちょっとした登り道

でも大変でしたが、今はだいぶ慣れてきて山の

一般コースはこなせるようになりました。幸い、

今まで保険を申請するほどのケガもなく、楽し

く歩いております。 

 その他の特記事項を列記いたします。 

・ 自然観察、寺社等で思いがけない発見が

あります。例えば、千葉県の芝山仁王尊

は成田山より伝統のある大きなお寺で

あった。 

・ 各人がいろいろ創意工夫して持ち物、コ

ース設定を行う。 

・ ホームページのおかげで 2 度楽しませ

てもらっています。 

・ 終了後の反省会は毎回盛り上がり、次回

の参加意欲の源となります。 

・ 最近は群馬県等の遠方に行くため、朝の

電車は始発(５時台)が多い。 

以上楽しいこと、苦しいことといろいろ

ございますが、出来る限り長く続けたいと

思っております。 
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「「「「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」」」」近況近況近況近況    
                                                            代表代表代表代表    佐藤佐藤佐藤佐藤    晃晃晃晃    

               

会報第８号（平成１６年２月）で、“新しい

分科会がスタート”として「懐かしの映画を観

る会」が紹介された。 

 会報で紹介されて、その年の５月の総会でさ

らにＰＲした結果、２１名の方が加入され、 

６月１日に能見台地区センターで「ローマの休

日」をもって発足した。２１名が、３２インチ

のテレビのモニターに顔を寄せ合いながら観

たが、画面が小さいので後ろの人がよく見えな

いという欠点があったが、それでも可憐なヘッ

プバーンに心奪われて皆は満足して第１回の

会を終えた。 

 最初は、３２インチのテレビモニターで観て

いたのが、当時の高橋代表のご尽力により、区

役所からプロジェクターが借りられるように

なり、更に昨年から金沢地区センターの大会議

室で、映画館並みのスクリーンで楽しめること

になった。また、ＤＶＤの普及で、画面も鮮明

になり、音響効果も倍増して、今ではちょっと

した映画館の雰囲気である。 

 会員は今年の４月では、７４名を数え、会場

の関係から、これ以上会員が増えたらどうしよ

うかという嬉しい悩みを持っている。 

 「懐かしの映画を観る会」は、原則として毎

月２回、第２、第４月曜日の午後、金沢地区セ

ンターの大会議室で開催しているが、３年間で

８３本の映画を鑑賞した。内訳は、アメリカ映

画３７本、ヨーロッパ映画１９本、日本映画２

７本で、外国映画と日本映画の比率は２：１で

ある。８０本を超える映画だから、私たちが若

い時代に感激した名画は多数含まれている。映

画は会員のアンケートで決めており、大体

1945 年から 1970 年までの映画である。この

２５年間は映画の黄金時代で、数多くの名画が

誕生しており、これらの映画はいまなお燦然と

した光を放っている。 

 私はこれらの映画を、戦後焼け跡に残された

映画館で、大勢の観客に押されながら観ている。

感受性豊かな青年時代に、これらの映画をリア

ルタイムで観たことは私にとって貴重な財産

になっている。当会の７４名の会員も私と同様

な体験を持たれたことと思うし、情報伝達の手

段が制限されていた時代、私と同じように映画

を通じて外国の文化を吸収し、ものの考え方を

学ばれたことであり、当時観た映画の思い出は、

まさに「自分史」の一こまとして刻まれている

と思うのである。 

 平成１９年度のスケジュールは会員のアン

ケートで決めたが、外国映画の第１位は「地上

より永遠に」（1952・米）であり、日本映画で

は「忍ぶ川」（1972・東宝）であった。４月９

日に「地上より永遠に」でスタートしたが、今

年度は２８本（米１１本、欧８本、日９本）を

予定している。今回も 1940 年から 1960 年の
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映画が主体だが、外国映画では「ニュー・シネ

マ・パラダイス」（89・伊）、日本映画では「忍

ぶ川」（72・東宝）、「砂の器」（74・松竹）、「隠

し剣鬼の爪」（05・松竹）と 1970 年以降の名

画が含まれており、会員が楽しんでいただける

ものと思っている。また会員の希望で、寅さん

の「男はつらいよ」シリーズを毎年１本は観よ

うということで、今年は「男はつらいよ（第１

作）」を８月６日に予定している。今年の２月

に、会員から観たい映画のアンケートをとった

が、希望された映画は外国映画で約１８０本、

日本映画で約８０本あるので、希望数の上位か

ら選別しても、当分当会は続けられると思って

いる。 

 会員から皆で一緒に映画館で映画を観よう

という提案があり、今年から月に１回程度、希

望者で一緒に映画をみることにした。会場は比

較的近く、すいている映画館ということで、京

急「汐入」駅前のダイエーの中にある「横須賀

ＨＵＭＡＸシネマ８」としている。会員の多く

は６０歳以上の割引料金の適用になるので、

1000円で観ることができる。 

これまで「武士の一分」、「魂萌え」、「蒼き狼」

と３回実施した。終わって１階下のイタリアン

レストランで、昼食をとりながらお喋りをする

のも楽しみの一つである。 

「懐かしの映画を観る会」を通じて“わ”の

会のモットーの一つである「人と人との和」が

生かされれば幸甚である。 
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寄稿集寄稿集寄稿集寄稿集：：：：会報会報会報会報へのへのへのへの思思思思いいいい････““““わわわわ””””のののの会会会会へのへのへのへの思思思思いいいい    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会報発行会報発行会報発行会報発行５５５５周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えてえてえてえて      

高橋高橋高橋高橋    好一好一好一好一 

 

“わ”の会会報が発行され始めてから満５年

になるんですねえ、早いものです。３ヶ月毎に

年４回発行。今回は第２１号というわけですか。

会報発行の仕掛け人の一人として、そりゃ長く

長く続いて欲しいとは思いましたよ。しかしこ

れ程長く、しかも益々充実した誌面で会員の皆

様方へ送り届け続けて下さるなんて、「想定外」

でしたよ。 

第１号はＢ５版４ページ。それが第２０号で

はＡ４版１６ページ。紙面面積比で５.３倍！

発行発行発行発行 5555 周年周年周年周年記念記念記念記念企画企画企画企画についてについてについてについて    
会報編集委員長会報編集委員長会報編集委員長会報編集委員長        小岩小岩小岩小岩    克介克介克介克介    

 

会報 20号の準備に入った 1月に編集委員から会報発行 5周年となる 21号で何か特集を

打ちたいとの提案がありました。会報 20号に「会報発行 5周年を迎えて」と題して 5周年

記念号投稿募集を 3月末日期限として掲載しました。 

しかし期限が過ぎても一編の反応も無く、慌てました。急遽、編集委員を招集して、手

分けして投稿をお願いすることにしました。3週間ほどの間に 20編余の原稿を頂きました。

会員の皆様、有難うございました。ご協力に厚く御礼申し上げます。 

待っているだけではだめで、色々と積極的にお願いしていかないと集まらないことを改

めて知らされました。また、募集内容を会報に関する感想、思い出、期待、提案などとし

ていましたが、これが会員の皆様の取り組みを難かしくしていることが分かり、内容の範

囲を広げました。 

頂いた原稿は、それぞれの内容に応じて分類して、会報そのものに関するもの、何らか

の形で会報にふれているもの、“わ”の会の活動に関するもの順に並べて特集ページに掲載

することにしました。また、通常のページや別の機会に回した原稿もあります。 

 

 今回、表紙のスタイルを少しリニューアルしました。目次のスペースが狭隘になってき

たなど紙面の有効利用と柔らかい雰囲気の加味です。手に取ると何か斬新な感じがします。 

  

会報も 5年を経過し、10年･20年と更なる持続可能な会報へ脱皮して行けるよう、われ

われ編集委員は努力いたす覚悟です。今後とも変らぬご指導・ご支援をお願いいたします。 
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これほどの成長率は、今じゃ懐かしい高度成長

期のボーナスに相当するのかなあ。まあそれは

ともかく、これだけの高度成長というか安定成

長というか、とにかく発展した理由は大きく２

つあると思っています。 

１つ目は会員の皆様方の投稿が増えている

こと。硬いものでは歴史に関する研究調査｢論

文｣、紀行文から俳句を始めとする文芸、ある

いは日頃思うこと考えることども。実に読み応

えがあり、また楽しく拝読させて戴くものばか

りですねえ。編集委員会によると、初めのうち

はページを埋めるために原稿を無理やりお願

いせざるをえない状況でしたが、今では自主投

稿も増えて原稿に事欠かない(？)状況とか。時

代は変わってゆくものです。 

発展した第２の理由は、編集長の小岩克介さ

んの情熱と責任感、これですねえ。ご承知の通

り小岩さんは第１号からずーっと５年間編集

長の任に当たられています。この人の情熱・責

任感がなかりせば、これほど発行は続かなかっ

たと申し上げて、異論のある会員諸兄姉はいら

っしゃらないでしょう。会報内容の組立・構成

そして著者選定から著者への原稿依頼、印刷・

発行。この一連の会報発行の全プロセスにわた

り、持ち前のソフトな、しかし独特の粘着性(失

礼！)を発揮されて進まれる小岩さんに満幅の

感謝を捧げます。 

第１号冒頭に、私、当時当会代表という役目

柄書かせて戴きましたが、「“わ”の会が区役所

のご支援下から自立したことを機会に３つの

制度・仕組みを創設します。」と宣言しました。

１つ目は会員制、２つ目は分科会新設、そして

３つ目が会報発行ですね。いずれも「金沢の歴

史を学びたい」という学習意欲に燃えた人たち

が集い、継続的に、より親交の度を深めて戴け

る様にということで企画した訳です。いま分科

会そして会報が、さらにホームページが会員相

互の交流の場になり、益々発展していることを

目の当たりにいたしますと、私たち当時の運営

委員会が採択した路線が間違っていなかった、

いやむしろ皆が待ち望んでいた、そんな風に思

えて参ります。 

どうか会員の皆様方には、積極的に会報へご

自身の思うこと、体験したことなどをご寄稿下

さり、ご自分に関する情報を提示して、親交の

“輪”を拡げて戴きたいと思います。どうも

“現”運営委員のような書き振りになってしま

い、ごめんなさい。 

いずれにしろ満５年、第２１号発行おめでと

う！そして、ご苦労さま！今後益々の発展を祈

念すると共に、毎号楽しみに、かつ｢辛口評論

家｣の目で熟読させて戴きますよ。 

 

    

    

発刊発刊発刊発刊 5555 周年周年周年周年をををを祝祝祝祝ぐぐぐぐ    
                             北野北野北野北野    清市清市清市清市    
  

わたし達の機関紙『会報―金沢区生涯学習

“わ”の会』の発刊５周年を心からお祝い申し

上げます。しかも、『会報』は２０号を既刊さ

れ、今回２１号を刊行されたのであります。わ

たしども人間に譬えれば、満２０歳という区切

りの年に達し、大人になったようなものであり

ます。 

 

  青春青春青春青春ののののオーラオーラオーラオーラまぶしやまぶしやまぶしやまぶしや成年日成年日成年日成年日  一清 

 

 この間、小岩“わ”の会会報責任者を初め、

編集委員会の皆様方のなみなみならぬご苦労
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に対しまして、深甚なる謝意を表するものであ

ります。 

 わたくし事で誠に恐縮ではありますが、わた

くしは、第７号より毎回「俳句寺社めぐり」 

によりまして、投稿させて頂いたのであります。

従いまして、数えてみますと、４４回、すなわ

ち延べ４４日にわたりまして、“わ”の会の分

科会「寺社を巡る会」に参加させて頂いたこと

になる訳であります。 

 それだけに、『会報』の成長をまのあたりに

し、しかも、身近に見守って参ったのでありま

す。そして個性ある機関紙として、今日を迎え

られ、誠に慶賀の至りであります。 

 今後は、この『会報』が、３０号（而立）～

４０号（不惑）と回を重ねられ、益々会員の皆

様方に愛され、親しまれる機関紙になりますよ

う、心から、祈念いたすものであります。 

 

   而立而立而立而立へとへとへとへと歩歩歩歩むむむむ会報風薫会報風薫会報風薫会報風薫るるるる   一清 

 

 

    会会会会    報報報報    雑雑雑雑    感感感感     

大野大野大野大野    伊史伊史伊史伊史 

 

本を手にすると本文を読む前にまず作者あ

とがきやら解説から読み始める。癖である。雑

誌なども編集後記にまずは目が行ってしまう。

作者や解説者あるいは編集子の、その本に対す

る思いやこだわり、時には本作りにあたっての

エピソードなどが垣間見られて面白いのであ

る。 

会報についてもまた然りである。そこからは

編集子の、会の発展に向けての意気込みや期待、

願いなどが伝わってくる。さらにいえば、よき

編集子の数行の編集後記は、その時々の会の勢

いや活力、関心事などをも透けて見せる・・、

とまでいったら、些か大げさに過ぎるであろう

か。 

しかし、あえてそういう眼で、この際“わ”

の会の会報を編集後記から読み返してみる。手

元にあるのは１１号から１９号までの９冊。そ

して思う・・・。「この会、半端じゃないな」

と。構成、執筆者にそう大きな変化はない。が、

中味の充実度は号を追うごとに加速度的に高

まっている。厚み・深みも増している。編集後

記の書きっぷりにも、余裕と自信が伺える。そ

れはとりもなおさずこの間の“わ”の会の充

実・発展を物語るものであることは間違いない。

直近の１９号の後記には、「各号の文に心の癒

しになることや温もりを感じる」とある。同感

である。種々歴史にまつわる随筆、寄稿は言う

に及ばず、各分科会の活動報告もまた然り、で

ある。 

この会報は、“わ”の会のマークに謳う「五

つの会運営の理念」を体現しているように見え

る。“わ”の会の活動の中心の一つとしてこの

会報が存在していると思う次第である。同時に、

自らを反省もする。「籠に乗る人担ぐ人、その

また草鞋を作る人」という言葉があるが、色々

な企画、運営を担ってくれる方々や寄稿者に、

たまには「少し担ぎましょうか」とか「草鞋の

藁でも集めましょうか」と、いえるようになら

ないといけないな、と。 

会報を読み返しながらの雑感である。 
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会報発行会報発行会報発行会報発行５５５５周年周年周年周年にににに想想想想うううう    
                            太田太田太田太田    吉信吉信吉信吉信    
 

 
 当会の会報誌は２００２年５月、第１号を発

刊して早や５周年。直近の第２０号まで発刊し

続け、他地区生涯学習会のそれに負けず劣らず

立派な会報誌となりました。この間、編集に携

わられた方々のご苦労、ご尽力は如何ばかりか

と推察し、感謝すると共に敬意を表したいと思

います。 

 今、古い書類ファイルから抽出してきた

「“わ”の会会報第１号・創刊号」を手許で見

開いている。Ｂ４判紙１葉を２つ折りにして、

Ｂ５判表裏４ページの１色刷りのもの。記事は

当時の会長が「“わ”の会 自立の熱き思い」

を得々と記している・・・“わ”の会は金沢の

歴史を学ぶことを軸として、豊かな生きがい作

りを推進することを目的とし、運営は全員参加

型を目指し、いくつかの仕組みの一つとして会

報の発行を行うと・・・他の記事は講座日程と

委員、分科会会員募集記事。表紙には会の象徴

“わ”のきれいな一文字（現在の会報と同じデ

ザイン）が大きく見事な筆跡で描かれている。

簡単と云えば簡単な会報誌であるが、無から有

へ、０号から１号へと第一歩を踏み出し、生み

の苦しみを表わした記念すべき貴重な１号で

あることが読み取れる。 

 現在の会報誌は、判型もページ数も記事内容

も充実し会員相互の情報発信、情報交換の手足

となり、会員の和・輪・話を図りあう場となっ

ている。その姿はスタート時の精神が生きつづ

け、立派に引き継がれている証であり、編集委

員のご努力が偲ばれる。 

 世は電子メディアの時代。ペーパーレスが主

流となりつつあるが、まだまだペーパーによる

会報誌の存在意義は大きい。将来、ホームペー

ジ等との棲み分けを考慮して共存共栄の道へ

と進むことになるであろうが、形はどの様に変

化しようと会員相互の一体化を図る手段とし

て「会報」の果たす役割は大きいと思う。「会」

の存続と共に５年後の会報４０号が、さらに５

０号がどの様な形のものに成っているのか興

味深いものである。 

 

 

 

 

  会会会会    報報報報    をををを    読読読読    んんんん    でででで    

鈴木鈴木鈴木鈴木    勇夫勇夫勇夫勇夫    
 

 毎日が日曜日となって２年有余が経過。そし

て、縁があって“わ”の会に入会し、３年目を

迎えた。Ｈ１７年５月に入会し、最初に手にし

た会報は第１３号だった。先ず目に飛び込んで

きたのはインパクトある会の見事なシンボル

マーク。まさにグッドデザイン賞ものといって

も良いのでは・・・と思うほどのマーク。 

 １号から１２号までの会報は残念ながら手

にし得ないが、１３号から２０号までの会報を

再度通読して見る。総じて、紙面構成はすっき

りした印象で、標題文字の大きさと本文の活字

のバランスも良く、ページ割りもスムーズに流

れて好感が持てる。カット等の挿入には苦労の

跡が伺えるものの、編集子の読み易い会報作り
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への創意工夫が随所に見られる。脱字、ミスプ

リもなくしっかり校正されていることに感心。 

 

 会報の基調となるのは運営委員会からの連

絡事項と、学習会・各分科会の報告にあるのは

当然としても、柱となる記事は会員からの投稿

であり、会員の皆さんもこの欄を一番期待し、

楽しみにしているのでは・・・。個人的にはシ

リーズ化している「寺社巡り」に参加しての吟

行句とか、「紀行」ものなどが興味をそそり、

毎号精読させて頂いている。また、随想、随感

などのエッセイも、会報に膨らみを持たせ、良

き味付けとなっているやに思われる。中には知

的好奇心を刺激されるものもあって、続編をと

か、その卓見をもう少し披瀝して頂けないか、

と思うことも暫々。 

 数多くある生涯学習グループの会報類と、

“わ”の会会報を比較して見る術はないが、恐

らく、これだけ内容の濃い会報は稀有ではない

か。この度は発行５周年を記念した特集号にな

るとかで、誠に喜ばしいこと。これだけの立派

な何処に出しても恥ずかしくない会報に育て

上げた編集委員の方々の努力には、頭が下がる

思いです。 

 

 

    

ばばばば        んんんん        ざざざざ        いいいい    
                                                        福井福井福井福井    経正経正経正経正    
 

“わ”の会と分科会「寺社を巡る会」に参加

させて頂き、実に多くのことを学ぶことができ

た。さらに良き会友とめぐり合えた。有難い会

である。 

また、充実している会報が、はや５周年を迎

えたという。すばらしいことである。いつも会

報を読むたびに、多くの情報を良くまとめ、レ

イアウトされている。編集者の方は熱心で緻密

な人であると感心していた。本当にご苦労様と

申したい。 

 私にとって、会の恩恵を多方面で受けている

が、特に、新知識を得ると共に、昔の体験や、

見聞を思い出し、過去の問題を再び見つめ直す

きっかけになっていることを今感じている。 

 幼い時に神奈川に住んでいて、祖母がよく船

で各地に行った話をしていたが、今になって、

何百年前から、金沢と神奈川の湊との間に盛ん

な海上交流があったことを知り、驚いている。 

 また、金沢が明治憲法と深い関わりのあるこ

とを知っていたが、現憲法制定のとき、憲法大

臣と呼ばれた金森徳次郎氏が、富岡の地で、憲

法成立のために、ご苦労されていたことなど全

く知らなかった。 

 現憲法といえば、私が旧制中学４年の昭和２

１年の夏、帝国議会の衆議院議決をみようと３

日かよって、各党代表の意見表明演説と、議決

を傍聴した。その時の全議員の真剣な態度、各

党演説の素晴らしさに、幼いながら本当に感激

した。廃墟の街、食料の大幅な遅配・欠配が続

く状況の中で、新憲法は文字どおり国全体の方

向を示す希望の星と思えた。 

 最近「ばんざい」(万歳)というのは、明治２

２年明治憲法発布の日、天皇行幸の際、帝国大

学生等が皆で高唱したのが初まりであること

を知った。すると「ばんざい」は、日本の憲法

と共に歩んできた珍しい語である。その後「ば

んざい」は種々の場面で発声されたが、祝意を

表す「ばんざい」は幼いときから大好きである。 

憲法ゆかりの地金沢の一住民として、今あら

ためて、「日本国憲法ばんざい」そして、「“わ”

の会ばんざい」と叫びたい。
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入会入会入会入会２２２２年生年生年生年生のののの感想感想感想感想   

                             大川大川大川大川    一馬一馬一馬一馬    
  

 

私は昨年（平成１８年）春から“わ”の会

に入会させていただき、「懐かしの映画を観る

会」と「浮雲俳句会」の２分科会に参加してい

ます。 

 私自身は石頭の戦中派で、所謂、名（映）画

には馴染む機会が殆どありませんでした。それ

だけに今、映画の会の佐藤代表から伺う名解説

が正に干天の慈雨のように沁み入ります。上映

して下さる映画自体もさることながら、あの絶

妙な解説をお聞きすることが何よりの楽しみ

といえます。 

 俳句の方は、元来無趣味の私が唯一真似ごと

程度に齧って来たものです。しかしキチンとし

た勉強もしていませんので、至って幼稚な俳句

しか作れません。今回「浮雲俳句会」に入れて

いただき、北野代表の適確なご指導と熱い眼差

しにすっかり魅入られています。またそれに応

えて参加者の皆様も熱心で、誠に素晴らしい集

まりだと思います。 

 会報については、新参者で、余り多くを拝読

していませんが、歴史研究、分科会のレポート、

委員会だより等々、いずれもそのレベルの高さ

に驚いています。例えば２０号の場合、真田さ

んの中山道紀行、北野先生の寺社めぐりの吟行

句、高度な内容と簡潔な文体に感服いたします。

また吉田さんの『クロアチア音楽祭』では、ご

行動のスケールの大きさに脱帽です。さらに、

これらの寄稿等を取り纏めて編集されている

小岩委員長をはじめ委員の方々の並々ならぬ

ご尽力。それがあればこその会報であり、ホー

ムページでもあるといえるのでしょう。 

 いずれにしても、“わ”の会という素晴らし

い集いに参加できた喜びで一杯です。４月から

は私も“わ”の会の２年生。引き続きご指導の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

朝比奈探訪余話朝比奈探訪余話朝比奈探訪余話朝比奈探訪余話    
近藤近藤近藤近藤    純三郎純三郎純三郎純三郎    

 

平成１８年１０月に行なわれた「朝比奈の探

訪」で、あらかじめガイドブックを作り、当日

の案内役を実行委員の一人として務めるに当

たり、７月ごろから下見のつもりで朝比奈切通

しを何回か歩いたときのこと。８月下旬、朝比

奈切通しの鎌倉側入り口付近で近くに住むと

いう古老から、｢三郎の滝から切通しを５０m

登って右の山に入っていったところにやぐら

がある。それが上総介広常の墓である。行って

御覧なさい。｣とのこと。聞いたとおりに山道

を登ってみた。やぐらは広常の屋敷址といわれ

る場所の裏手にある山林中にあり、やぐらの内

部には五輪塔その他のものは片付けられてい

て何も残っていない。朝比奈バス停付近の上総

介塔のほかに、上総介広常の墓があるとの話に

真偽はともかく目新しさを感じた。 

 上総介広常といえば、治承４年(1180)、源頼

朝が安房国で再起をはかったとき、千葉介常胤

とともに協力を求められた人物である。広常は、

平忠常を祖とする房総平氏の一族であるが、頼

朝の求めに応じるに当たり短期間に上総国内

の平家方を掃討・統一をはかったあと、二万と
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もいわれる大軍を率いて頼朝のもとに参じた

という。広常は強大な兵力によって東国の安定

に貢献したが、頼朝にとってはこれらの兵力は

脅威で、彼には極めて危険な人物であった。ま

た、頼朝や他の御家人に対して無礼な振る舞い

が多かったという。寿永２年(1183)、後白河法

皇から東国の公的支配権を承認されると、頼朝

は広常が謀反を企てたとして梶原景時に命じ

て謀殺してしまった。だが上総国の一の宮であ

る玉前神社に広常が奉納した鎧から願文が見

つかった。それは謀反を思わせる文章ではなく

頼朝の武運を祈る内容であったのが分かって、

頼朝は広常を殺したことを後悔した、とされて

いる。 

 このように鎌倉時代に名を連ねた上総介広

常(平広常)について、｢十二所地誌新稿｣(鎌倉、

３５号、鎌倉文化研究会、昭和５５年)には、｢七

曲の滝の少し奥を登った山林中に広常の墓と

伝えるものがあって五輪塔が並んでいる。｣と

の記載があり、昭和４０年の現状とされる写真

が添付されている。もう一つは｢鎌倉事典｣(白

井永二編、東京堂、平成４年)に所載されてい

る｢平広常｣の項に十二所に墳墓と屋敷址があ

る旨が記載されている。上総介広常の墓の所在

が言い伝えられているのは大変興味深いとこ

ろである。研究が進んで昔話が史実として残る

とよいのだが･････。会報発刊５周年に寄せて

そんなことを考えている。 

    

    

    

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～～～～からからからから 1111 年余年余年余年余りりりり    
                           蒲谷蒲谷蒲谷蒲谷    初男初男初男初男    

 

拙い文で、本当に恥ずかしい限りですが、会

報第１６号に ～道標を求めての道すがら～

という題で寄稿させて頂きましてから、思えば、

はや１年余りの歳月が、あっと言う間に過ぎて

いきました。月日は思わぬ速さで、しかも容赦

なく過ぎて往くものですね。今回、特別号とい

うことで、ある編集委員から寄稿のご依頼をた

まわり、同じ高校の先輩のお頼みということも

あり、重たい腰を上げさせて頂きました。 

前回での寄稿文でも書かせていただきまし

たが、思えば、何の光明もない道を、あて先も

なく、よくぞ歩いていたものです。そんな薄暗

闇の道に、往くべき道への道道道道しるべしるべしるべしるべを示して頂

いた方が現れたのです。常日頃より、ある道を

真摯に歩んでおられます。当時、小生も参加し

ておりました「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」のメン

バーであられた、Ｏさんであります。 

お話しを色々とさせていただく中で、空海上

人が拓かれました真言宗の作法にのっとり、毎

日毎日、御自宅でも怠る事なくお勤めされてお

られるとの事。勿論、折々寺院にもおもむき、

修行をされているとの事。大変お優しい人柄は

この道でのお勤めの中で培かわれたものでし

ょうか。 

もともと若い時には、坊さんもいいかなと思

っていた時もありました程の小生、すっかり感

動いたし、Ｏさんにお頼みし、寺院での阿字観阿字観阿字観阿字観

という修行に同行させて頂く事に。そして歩む

こと、早や 1年と数ヵ月。この道は小生にとり

まして、最も歩きやすく、しかも、今や心から

納得できる教えになりました。怠け者の小生、

一日数十分のお勤めですが、何となく心に心棒

が出来たような気もいたします。Ｏさん流に申

せば因縁によるものなのでしょうが、この道を

再発見できまして本当に有り難い事だと思っ

ております。 

何だか抹香くさい話で恐縮ですが、もともと

仏教自体は、ご存知のように葬儀やらとは全く

関係はございません。どの人にも避けがたい生生生生

老病死老病死老病死老病死のののの苦苦苦苦とどう向かい合っていくかを説い
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た教えです。歩めば歩むで簡単な道とは言えま

せんが、ごく素朴な仏の道を、自らの無明を照

らす基本の教えとしていこうと思う次第です。

思えば、この道は子供の時代からそれとなく寺

の行事とかを通しまして馴染んでいました道

でもありました。それはそれはの大変な回り道

でしたが、日本人の心の故郷への道に戻ったと

言えなくもありません。 

余談ですが仏教のたどり方は色々とありま

す。小生が学んでおりますのは阿字観という空

海上人の拓かれた教え、真言宗の実践法です。

呼吸法と読経、瞑想を採り入れた坐禅を中心と

したものです。何だか、いかがわしい世界に通

じるように思えるかもしれませんが、至って真

っ当至極です。是非とは申せませんが、機会が

あられましたら試行されてみられる価値はあ

ると思います。（勿論宗教団体とは何の関係も

御座いません。） 

この号は特別企画ということで、以前の会報

の感想、意見とかの特集ということですが、か

なり主旨にそっていない面もありますが、以前

の小生の寄稿文の続編と言う事で、ご容赦いた

だけたらと思う次第です。 

さてはて、この道は何処への道でしょう？い

や、滅び逝く者に行き先などは----。この公案

への答えは－無無無無－ということに、させて頂きま

しょうか。 

    

    

    

““““わわわわ””””のののの会会会会のののの仲間仲間仲間仲間になってのになってのになってのになっての““““雑感雑感雑感雑感””””    
池谷池谷池谷池谷    春夫春夫春夫春夫    

 

４０年余の現役時代を卒業して、自由人にな

った。さて、これから何をしてシニア時代を過

ごそうかと、あれやこれやと考えているときに

“わ”の会に出会いました。それ以来、４年余

の様々な行事に参加できました。近隣地域に関

する多くのことを知りました。また、地域に多

くの友人もできました。・・・ということで、

思いつくままですが、雑感のいくつかを述べて

みます。 

 

 “わ”の会の講座では、地域の歴史や逸話な

ど新しいことを沢山知って、この金沢の地に住

んで、本当に良かったとつくづく思うこの頃で

ありますね・・・。 

 

 “わ”の会の暖簾分けが幾つかありますが、

私も「寺社を巡る会」と「懐かしの映画を観る

会」に参加させて頂いております。そのお陰で

地域の友人が大勢できました。いろいろな人生

経験の方々に沢山なことを学んでおります。 

 

 「寺社を巡る会」では、金沢の寺社から鎌倉・

逗子・平塚・三崎・横須賀方面と近隣地域まで

の歴史散策ですが、殆ど知らなかった歴史や、

普通は観ることのできない貴重な仏像などを

拝聴・拝観できました。また、ときには住職さ

まの尊い法話を頂くこともあります。 

また、終了後に有志の方々との反省会があり、

懇親を深め、冷たい飲み物で満足して、ますま

す人間関係が深まっております。このことで、

心身の健康に大変な効果を発揮しております。 

 

 「懐かしの映画を観る会」でも、楽しみが沢

山あります。佐藤代表のプロ並みの映画解説が

素晴らしい！！「淀川長治さんも顔負け？」 

 戦前、戦後の邦画も洋画もあり、少年・青年

時代の懐かしい思い出がよみがえってきます。

あの日、あの時のことが、昨日のように思い出

され、若さが戻ってくる思いもいたします。数

十年前の情景を観ながら現在との格段な違い
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を知ることができるのも楽しみの一時です

ね！！ 

 こんな話もありました。名優・裕次郎さんの

話が出ました。会の U さんは、高校時代に同

じ学校で学んで遊んだ友とのこと・・・。また、

代表は寅さんシリーズの大監督・山田洋次さん

と大学時代の映画研究会の交流会で意見交換

をされたこともあり、映画が大好きになり、そ

の後多くの名画のテープ類を沢山収録されて、

この会の発足の基になったようであります。 

 

・・・ということで、地域の大勢の友人の知

識を頂いており、毎月の定例会が待ち遠しい今

日この頃であります。 

        

    

    

浮浮浮浮    雲雲雲雲    綴綴綴綴    りりりり    
                             田中田中田中田中    徳明徳明徳明徳明    
 

 「「「「桃桃桃桃よりよりよりより紅紅紅紅きききき」」」」    

彼は、旧制中学の在学中に戯心と号し、俳句

つくりをしていた。中学卒業と同時に、ある大

手電気メーカーの技術員養成所に入り、親元を

離れて寮生活に入った。家族は、長男を送り出

した寂しさはあったが、九州の農村の一家にす

れば、彼の前途に明るい夢を託した。その彼が、

寮生活１年目にして病を得て帰郷、療養生活を

送ることになる。病状好転と思われた矢先の、

昭和１７年３月突然喀血。そして絶対安静の毎

日。母親の心身擲っての看病の甲斐もなく、夏

７月、１８歳の若さで帰らぬ人となった。 

 

咲咲咲咲きききき初初初初めしめしめしめし桃桃桃桃よりよりよりより紅紅紅紅きききき血血血血をををを吐吐吐吐きぬきぬきぬきぬ    

 

彼の日記帳の最後のページには万年筆でこ

の一句が残されていた。その日以後の日記帳の

白いページは、長くこの家族の心の空白そのも

のであった。この一句は、私が俳句という日本

の文芸に接した最初のものであった。 

戯心とは、私の長兄。私はその時小学校（当

時国民学校）３年生。家中の者が暑い夏の日、

その兄の死の床を囲み、憚らぬ嗚咽をあげた光

景を忘れることはない。 

  

「「「「明明明明るくなりしるくなりしるくなりしるくなりし勉強部屋勉強部屋勉強部屋勉強部屋」」」」    

中学生になると、国語の授業で俳句に接するこ

とになる。しかし、今思えばそれは遥かに遠い

存在でしかなかった。１年生であったか２年生

であったか、夏休みに俳句の宿題が出された。

自分がなんと詠んだか全く記憶がない。が、そ

の宿題の作品の中に今も覚えている一句があ

る。 

 

葉落葉落葉落葉落ちてちてちてちて明明明明るくなりしるくなりしるくなりしるくなりし勉強部屋勉強部屋勉強部屋勉強部屋    

    

この句を教師はとても良い句だと誉めた。そ

の時、私はそれを理解できなかった。それなの

に、自分の句は忘れてもこの句ははっきりと記

憶している不思議。 

唯言えることは、去年から自分も句作りを始

めて、今にしてこの句の域に達していないと言

うことである。 

  

「「「「古稀古稀古稀古稀のののの妻妻妻妻」」」」    

北野主宰の熱心な指導を受けつつ一年。楽し

んではいるけれど進歩はしない。この年では当

然かと言い聞かせつつ、今日も臆することなく

「迷句」に頭を捻っている。その近句 

 

古稀古稀古稀古稀のののの妻母妻母妻母妻母さんとさんとさんとさんと呼呼呼呼ぶぶぶぶ新茶新茶新茶新茶かなかなかなかな    
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「「「「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」」」」にににに入会入会入会入会したしたしたした動機動機動機動機    
                            水野水野水野水野    哲太郎哲太郎哲太郎哲太郎    

 

 

 金沢の地に移り住むようになって、１７年に

なったが、住んでみると歴史の重みを感じ、土

地への愛着を感じるようになった。それにして

は、あまりにも金沢の歴史を知らなすぎる。こ

の際、金沢の歴史を調べて見たいと思い、区役

所に行き郷土史について訪ねたところ、金沢区

生涯学習“わ”の会のあることを知ったので、

早速総会に出席させて頂き話を聞くことにし

た。色々企画された会があったが、その中の「古

文書を読む会」を選んで仲間に入れてもらうこ

とにした。学ぶにしても一人で部屋にこもって

考えあぐねているよりも、何人かのグループを

作って解読したり、教えていただくのが近道な

学習方法と思ったからである。この他にも「歩

く会」があり、私には大変魅力だが時間がなく

遠慮することにした。 

 「古文書を読む会」に入ることを決めた動機

にはもう一つの理由があったので、述べさせて

いただくことにします。数年前、作家吉村昭氏

の新聞小説「天狗争乱」が朝日新聞に連載され

たが、これを読んだ友人から中に登場する私と

同じ名前の人物が載っているので私との関係

を問い合わせてきた。この人物は私の曾祖父に

当り、水戸藩徳川斉昭の時代に生きた人物で、

知っての通り幕末維新史は日本史のなかでは

最も重要なものではあるが、その中でも水戸藩

の歴史は余りにも悲劇的であったと云わざる

を得ない。藩内は意見や利害の相克から二分し、

さらには三裂したからである。 

 そこでその時代を生き抜いて来た曾祖父の

生き様を記録として残したいと思い、資料集な

るものを作ることにした。私にとっては自己認

識を確かめる一つであり、すくなくとも自分の

ルーツを辿ることは無駄なことでないと思っ

て、その編集に取りかかった。長い時間と多く

の資料を探しはじめることから取りかかり、着

手から１年程かけて作り上げ、その出版を朝日

新聞社に依頼した。資料の中で多くの古文書が

あり苦労した。将来は古文書を学ぶ必要性を感

じ、今度、“わ”の会の「古文書を読む会」に

入ることにした。 

最後になったが、この会の皆さんはよく勉強

し、代表はじめ講師をつとめて下さる方々に感

謝と敬意を表したい。 

 

 

 

「「「「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」」」」にににに入会入会入会入会してしてしてして    
                     渡辺渡辺渡辺渡辺    紀一紀一紀一紀一    

 

習う事よりまずは慣れることだと教えられ、

門を叩いて既に数ヶ月。慣れるための時間は十

分に頂いたと思う今日この頃。覚悟の入門であ

った筈だが、気持ちの上では挫折感が漂い始め

ている。先生の顔が眩しい。そもそも「古文書

を読む会」に興味を持ったのは“わ”の会の講

座に触発されたためであっただろうことは確

かである。終の棲家を金沢・釜利谷と決め、こ

の町に移り住んだのは平成１４年。定年退職し

た翌年である。そしてさらに１年。人伝てに

“わ”の会を知り躊躇する暇もなく入会。この

町を理解する早道の方便であった。学習会の講
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座は当時も、現在も、私には難解ではあるが、

それだけに深い歴史の上に成立っているのだ

なと、自分なりに納得したい。講座の内容は古

文書からの引用も多く、私のレベルから程遠い

ような気がした。講師陣の方達は多分私より若

いのであろうが、まるで幕末かあるいはそれ以

前の中世から抜け出てきた人間のように読み

解かしてくれるのを半ば呆れ返り、半ば恐れ入

って多分ポカンと口を開けて只管聞き入って

いたに違いない。過去に古文書などとは全く無

縁の生活を送ってきたが、一転、まさかこうな

ろうとは。 

翻って「古文書を読む会」、如何とするか。

そうだまだ慣れていないのだと思おう。「継続

は力なり」とも言う。もう少しがんばってみよ

うか。先生や他の生徒の皆さんの邪魔にならな

い様に。いつか「古文書を読む会」に入って良

かったと思いたい。 

 

    

「「「「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 

                               根本根本根本根本    好之好之好之好之    
 

“わ”の会の「古文書を読む会」に参加させ

ていただいて間もなく３年になろうとしてい

ます。私は現在金沢文庫の展示解説のボランテ

ィアをしており、古文書を少しでも理解する必

要があり、「古文書を読む会」に参加させてい

ただきました。 

勉強会は会員が古文を交代で一部ずつ読ん

でいく形式で進められますが、入会当初は先輩

会員の読まれるのを感心して聞いておりまし

た。最初に読む資料が事前に渡され、それを次

回の勉強会までに何とか読んでいって、自分の

順番がきたら読むという方法で勉強会が進め

られます。何しろ初めは難しくて簡単な文字も

読めません。「くずし字用例辞典」等を見ても

同じ字にくずし字が沢山あり、また人によって

書き方も違うので簡単に読めるものではあり

ませんでした。昔の人は良くこんな字が読めた

ものだと感心するばかりですが、そんなことを

云っていては読めるようになりませんので、ま

ず原稿用紙に読める字は書いて読めない字は

丸をしておきます。勉強会がおわると読めない

字もわかり、解説文が配布されますのでそれで

読めなかった所を赤字で埋めていきます。その

赤字が少なくなったら読めるようになったな

ぁということになる訳ですが、さてその赤字が

少なくなったかどうか。当初のものより少しは

赤字が少なくなったかなという感じがしてい

ます。 

真田先生に古文書の読み方が上達するには

どうすればよいのでしょうかとお伺いしたと

ころ、毎日少しずつ読むことです。先生もそう

しておられるとのこと。しかし毎日少しずつ 

読むのは簡単のようですが難しい。しかし古文

書の勉強をはじめてから先生のお陰で色々な

資料を題材にしていただいて大変勉強になり

ました。特に「五人組掟書」「泥亀新田開発」

「村津くし」「ペリー入港記」等。 

最初、古文書を読むのは苦痛でありましたが、

３年近くもやっているうちに何とか古文書を

読んでやろうという意気込みで頑張れるよう

になりました。これからも勉強会にせっせと出

席して古文書に対する知識を深めたいと思っ

ています。 
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古文書古文書古文書古文書はははは難解難解難解難解だがだがだがだが楽楽楽楽しいしいしいしい                                        
                           貞廣貞廣貞廣貞廣    長昭長昭長昭長昭    
         

 「古文書を読む会」の勉強会に参加して、ま

もなく１年が経つ。会場は金澤地区センターま

たは金澤公会堂の 1 室。会員は１７人だが、２

週間ごとの教室には、毎回１５、６人が出席し

て順番に講読してゆく。先輩方々がスラスラ読

むので気後れするが、学生時代に戻ったような

雰囲気に包まれる。在職中から定年後には古文

書研究を楽しみにしていたけれど、あのミミズ

文字のような《くずし書体》には、まだまだ馴

染めず、判読に四苦八苦している。 

 神奈川県立博物館を覗いても幕末、開港当時

の古文書が並んでいる。ある人から「初級の頃

は絵画をみるようにジーとみてその書面を覚

えるようにしたらいい」といわれたことがある。

毛筆で書かれた「くずし文書」を写したり、な

ぞったりして予習している。 

 使用するテキストは開港時代の文書、「ペリ

ー渡来に関する浦賀与力の聞書き」「庶民が見

た異国船到着聞書き」「ハリスの開港要請陳述

書」など。勉強を始めてから判かったのだが、

古文書には独特の書体、誤字、当て字、脱字も

あり、活字になった新聞や書籍のように校正さ

れていないから戸惑うことがある。しかし、内

容はとてつもなく面白い。当時の交渉・折衝や

世相を、よくぞ熱心に観察していたものだと驚

かされる。くずし文字の判読は後手後手になる

が、新しい刺激が頭にビンビンと入ってくるよ

うだ。 

 最近は江戸時代の蘭学者や漢学者の業績や

来歴を調べて、《原稿書き》を生業としている

ので、彼らの原典に当たると漢文や古文書が頻

繁にでて、その度に冷や汗ばかりかいて、うろ

たえている。 

 自分の年齢も高齢者の仲間入りしつつある

ので、くずし文字は頭脳の中へは思うように入

らないが、教室が終わったあとの読後感はさわ

やかだ。一日も早くスラスラ読めるようにと思

う今日この頃だ。 

 

    

““““わわわわ””””のののの会会報会会報会会報会会報ののののバックナンバーバックナンバーバックナンバーバックナンバー 
 

第 1 号から最新号までの“わ”の会会報のバックナンバーは、“わ”の会

ホームページに掲載されています。バックナンバー掲載ページの URLは 

http://wanokai.web.infoseek.co.jp/kaihou/old.html 

です。なお、このページには“わ”の会ホームページの先頭ページからもた

どれます。 一度お試し下さい。 
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    里山里山里山里山にににに魅魅魅魅せられてせられてせられてせられて    

                                                                   絹田絹田絹田絹田        紀紀紀紀    
 

  氷取沢に住んで早２５年になりました。京都

嵐山の苔寺近辺に生まれ育ち、家庭を持ってか

らは、仕事の関係で神戸市に。それも源義経ゆ

かりの鵯越、菊水山と云う神戸電鉄駅がある六

甲山裏の鈴蘭台に住み、そして氷取沢です。い

ずれも山際の緑に恵まれた所です。 

 関西に住んでいる頃は寺社にあまり関心が

無く、嵐山の天竜寺か奈良東大寺の大仏の拝観

ぐらいでした。転勤で横浜へ来てからは、鎌倉

の露座の大仏さんをぜひ拝みたいと思ってい

ましたので、家族と鎌倉に何度か出掛けました。 

 ４年前、４５年間の会社勤めを終え、念願の

里山の散策が出来る様になった頃、「はまかぜ」

で｢寺社を巡る会｣等の募集案内を見て、早速申

し込み入会させて頂きました。最初に｢寺社を

巡る会｣に参加させて頂いたのは平成１５年度

の第１回「生命線かねさわ・六浦」でした。午

前中は金沢地区センターで講義、午後は小雨の

中、朝比奈切通し、熊野神社、太刀洗水までで

強行軍でしたが、途中会員の皆様の話を聞いて、

その博識に驚き、こちらももっと勉強しなけれ

ばと思いました。 

  ところで氷取沢地区は、円海山より流れる大

岡川の源流沿いにある鍛冶の村で火取沢と呼

ばれ、神社の祭神も荒神様と云われています。

今は金沢文庫、釜利谷方面に通ずるトンネルが

２本あり、１本目は３２年前に開通し新しい方

は平成１１年３月です。 

 最初のトンネルが開通するまで、村人達は現

ゴルフ練習場の側から山越えし、車の人々は杉

田方面から廻ったため、「お江戸廻り」と云っ

たそうです。この様な環境だったからこそ、こ

の田園風景が残ったものと思われます。現在は

円海山風致地区に指定され、農業専用地区でも

あるため、自然は守られています。 

 金沢文庫駅近くからの六国峠ハイキングコ

ースは、能見台の森を経て鎌倉天園に至る尾根

道で、ハイカー達の人気コースです。氷取沢神

社からの川沿いに、または磯子台団地の中を通

って円海山（１５３．２ｍ）横を通る尾根伝い

で同コースに合流出来ます。途中、大丸山（お

おまるやま（１５９ｍ））の近くを通りますが、

この山が横浜市の最高峰となります（道路公団

マップより）。 

 私はここ数年雨の日を除いて市民の森を散

策していますが、近辺に自然公園あり、牧場あ

りで楽しんで居ります。自然の森ですので、「ま

むし、毒蛇に注意」の立て札も見掛けます。実

際に１ｍくらいの「やまかがし」を３度くらい

見ていますし、樹皮をかじるタイワンリスも困

りものですが、川には鴨の親子や白鷺がいて、

頭上には大鷲が舞っています。 

 これからは“わ”の会でいろいろ学びながら、

またこの里山の散策により自然の息吹を吸収

しながら、残りの人生を急がず歩んでいきたい

と思って居ります。
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            俳句俳句俳句俳句    寺社寺社寺社寺社めぐりめぐりめぐりめぐり〔〔〔〔ⅣⅣⅣⅣ〕（〕（〕（〕（そのそのそのその４４４４））））    
～～～～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))))    

 

         

第第第第 10 回回回回    テーマテーマテーマテーマ「「「「田浦梅田浦梅田浦梅田浦梅のののの里周辺里周辺里周辺里周辺」」」」 

 Ｈ19年 2月 8日。晴時々曇り。10時京急田

浦駅集合。船越神社・景徳寺・静円寺 ・田浦

梅林(昼食)・長善寺・東福寺・常光寺・長願寺

の順に探訪した。 

 今年は世界的な暖冬現象でここ数日も、日中

12～16度と 3月下旬から 4月上旬並みの気温

が続いており、各地の「梅まつり」も佳境を呈

している。 

《北野 一清詠》 

 由緒由緒由緒由緒あるあるあるある船越神社春浅船越神社春浅船越神社春浅船越神社春浅しししし 

    ニンニンニンニン月月月月のののの松匂松匂松匂松匂ひけりひけりひけりひけり景徳寺景徳寺景徳寺景徳寺 

    西向西向西向西向きのきのきのきの日蓮像日蓮像日蓮像日蓮像やややや春春春春がすみがすみがすみがすみ（静円寺） 

    三百三百三百三百のきざはしのきざはしのきざはしのきざはし登登登登りりりり梅林梅林梅林梅林へへへへ（田浦梅林 4句） 

    つぎつぎにつぎつぎにつぎつぎにつぎつぎに加賀加賀加賀加賀のののの白梅匂白梅匂白梅匂白梅匂ひけりひけりひけりひけり 

    梅日和田浦梅日和田浦梅日和田浦梅日和田浦のののの湾湾湾湾にににに自衛艦自衛艦自衛艦自衛艦 

    白梅白梅白梅白梅よりよりよりより紅梅紅梅紅梅紅梅へへへへ打打打打つつつつメールメールメールメールかなかなかなかな 

草萌草萌草萌草萌えやえやえやえや武将馳武将馳武将馳武将馳せたるせたるせたるせたる峠跡峠跡峠跡峠跡（長善寺） 

谷戸多谷戸多谷戸多谷戸多きききき無住寺無住寺無住寺無住寺のののの里梅真白里梅真白里梅真白里梅真白(東福寺) 

時空時空時空時空いまいまいまいま四百年四百年四百年四百年やややや梅梅梅梅のののの寺寺寺寺(常光寺 2句) 

黄水仙黄水仙黄水仙黄水仙「「「「軍艦軍艦軍艦軍艦マーチマーチマーチマーチ」」」」流流流流れれれれ来来来来るるるる 

弥陀仏弥陀仏弥陀仏弥陀仏のののの雲雲雲雲にににに乗乗乗乗りりりり来来来来るるるる春春春春のののの寺寺寺寺（長願寺） 

 

第第第第 11 回回回回    テーマテーマテーマテーマ「「「「仲春仲春仲春仲春のののの横須賀横須賀横須賀横須賀をををを歩歩歩歩くくくく」」」」 

Ｈ19年 3月 1日。快晴。10時京急汐入駅集

合。ＪＲ横須賀駅・ヴェルニー公園・ドブ板通

り・延命地蔵尊・諏訪大神社・良長院・三笠記

念公園(昼食)・豊川稲荷・龍本寺・横須賀中央

公園の順に廻った。 

今日から弥生 3月。公立高校の卒業の日でも

ある。2月は東京の最高気温が、平年の 3月中

旬から 4月上旬を越えた日が１か月中 20日も

あり、暖冬の記録を更新したというニュースが

あったばかりである。 

《北野 一清詠》 

燕来燕来燕来燕来るるるる横須賀駅横須賀駅横須賀駅横須賀駅のののの二番線二番線二番線二番線 

横須賀横須賀横須賀横須賀にににに空母空母空母空母をををを残残残残しししし帰雁帰雁帰雁帰雁かかかかなななな 

（ヴェルニー公園 3句） 

うららかやいくさぶねうららかやいくさぶねうららかやいくさぶねうららかやいくさぶね観観観観るるるる二胸像二胸像二胸像二胸像 

子規子規子規子規のののの句碑句碑句碑句碑いくさぶねいくさぶねいくさぶねいくさぶね越越越越ええええ鳥帰鳥帰鳥帰鳥帰るるるる 

横文字横文字横文字横文字のののの看板目立看板目立看板目立看板目立ちちちち長閑長閑長閑長閑かなかなかなかな(ドブ板通り2句) 

春春春春のののの海海軍海海軍海海軍海海軍カレーカレーカレーカレー基地基地基地基地のののの街街街街 

風光風光風光風光るるるる「「「「ドブドブドブドブ板通板通板通板通りりりり」」」」地蔵尊地蔵尊地蔵尊地蔵尊（延命地蔵） 

横須賀横須賀横須賀横須賀のののの基地基地基地基地のののの正門木正門木正門木正門木のののの芽風芽風芽風芽風 

軍港軍港軍港軍港をををを護護護護りしりしりしりし社春霞社春霞社春霞社春霞（諏訪大神社） 

剪定剪定剪定剪定のゆきとどきたるのゆきとどきたるのゆきとどきたるのゆきとどきたる良長良長良長良長院院院院 

おおおおにぎりににぎりににぎりににぎりに潮潮潮潮のののの味味味味するするするする東東東東風風風風のののの海海海海 

（三笠記念公園 4句） 

横須賀横須賀横須賀横須賀はははは海海海海にににに浮浮浮浮くくくく街街街街波波波波うららうららうららうらら 

春春春春潮潮潮潮のののの戦戦戦戦艦三艦三艦三艦三笠笠笠笠をををを叩叩叩叩きけりきけりきけりきけり 
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軍艦軍艦軍艦軍艦旗翩翻旗翩翻旗翩翻旗翩翻としてとしてとしてとして春春春春ささささ中中中中 

梅梅梅梅のののの飛飛飛飛ぶぶぶぶ音音音音のしてのしてのしてのしてゐゐゐゐるるるる稲荷稲荷稲荷稲荷かなかなかなかな（豊川稲荷） 

ううううぐぐぐぐいすがいすがいすがいすが先先先先にににに来来来来ててててゐゐゐゐるるるる竹竹竹竹のののの寺寺寺寺（龍本寺） 

タタタタンカンカンカンカーーーーのののの赤赤赤赤きききき船船船船底底底底鳥雲鳥雲鳥雲鳥雲にににに（中央公園 2句） 

安房上総山低安房上総山低安房上総山低安房上総山低くしてくしてくしてくして揚揚揚揚雲雲雲雲雀雀雀雀 

 

第第第第 12 回回回回    テーマテーマテーマテーマ「「「「清清清清明明明明のののの横須賀横須賀横須賀横須賀のののの名刹名刹名刹名刹」」」」 

 

Ｈ19年 4月 5日。快晴。10時京急県立大学前

集合。聖徳寺・慈眼寺・西来寺(昼食)・妙栄寺・

曹源寺・光心寺の順に探訪した。 

 本日は、24 節季の一つ“清明”すなわち桜

花爛漫、天地万物清新の気に満つ頃であるとい

う。事実昨日は東京で霙騒ぎがあったが、今日

は一片の雲もない快晴無風の吟行日和に恵ま

れた。  

《北野 一清詠》 

清清清清明明明明のののの吉吉吉吉とととと出出出出ででででたるたるたるたる御籤御籤御籤御籤かなかなかなかな 

宮坂宮坂宮坂宮坂をををを登登登登ればればればれば山山山山門門門門さくらさくらさくらさくら満満満満つつつつ（聖徳時） 

慈眼慈眼慈眼慈眼寺寺寺寺のののの清清清清明明明明のののの日日日日のののの空空空空青青青青しししし（慈眼寺 2句） 

寺寺寺寺興興興興せしせしせしせし僧僧僧僧をしのをしのをしのをしのびびびびてててて八重桜八重桜八重桜八重桜 

年年年年旧旧旧旧りしりしりしりし梵鐘梵鐘梵鐘梵鐘のののの空空空空飛花飛花飛花飛花落落落落花花花花(西来寺) 

白白白白椿椿椿椿「「「「皆皆皆皆帰帰帰帰妙法妙法妙法妙法」」」」妙栄妙栄妙栄妙栄寺寺寺寺 

のどかなるのどかなるのどかなるのどかなる薬師眷属十薬師眷属十薬師眷属十薬師眷属十二神二神二神二神（曹源寺） 

山笑山笑山笑山笑ふふふふ仏仏仏仏にににに湯呑湯呑湯呑湯呑ひとつかなひとつかなひとつかなひとつかな（光心寺２句） 

陽炎陽炎陽炎陽炎へるへるへるへる軍艦軍艦軍艦軍艦比叡鎮魂比叡鎮魂比叡鎮魂比叡鎮魂碑碑碑碑 

    

    

中山道六十九次紀行中山道六十九次紀行中山道六十九次紀行中山道六十九次紀行（（（（そのそのそのその５５５５））））    

真田真田真田真田    雅行雅行雅行雅行    

 ＜＜＜＜坂本宿坂本宿坂本宿坂本宿――――（（（（碓氷峠碓氷峠碓氷峠碓氷峠））））――――軽井沢宿軽井沢宿軽井沢宿軽井沢宿――――沓掛宿沓掛宿沓掛宿沓掛宿――――追分宿追分宿追分宿追分宿――――小田井宿小田井宿小田井宿小田井宿―――― 

岩村田宿岩村田宿岩村田宿岩村田宿――――塩名田宿塩名田宿塩名田宿塩名田宿――――八幡宿八幡宿八幡宿八幡宿――――望月宿望月宿望月宿望月宿＞（＞（＞（＞（３９３９３９３９．．．．５５５５ｋｍ）ｋｍ）ｋｍ）ｋｍ） 

  前後に関所と峠を控え繁昌した「坂本宿」

を抜け、刎石山（はねいしやま）の峠の旧道入

口にさしかかる。“これからが本番だな”と気

が引締まった。晴天に感謝しながら峠山頂の熊
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野権現まで約３時間３０分。無人のつづら折の

新緑の山路をハーハー息を吐きながらひたす

ら登る。 

途中の印象的な場所の箇条書き： 

（１）刎石の「覗き」からの眼下の坂本宿・妙

義山の一望 

（２）刎石坂の神秘的雰囲気の中にたたずむ石

造物群 

（３）座頭ころがし（石のゴロゴロした急な登

り坂） 

（４）旅人を悩ました長い登りの山中坂 

（５）あちこち峠道の険路にたつ馬頭観音 

（６）木洩れ日の新緑樹林の路 

（７）日本武尊の故事を歌った「思婦石」と神

さびた広場 

（８）山頂の古風な熊野権現と名物の力餅 

（９）山頂近くの上州・信濃国境公園広場とそ

の見晴台からの雄大な晴天下の浅間山・妙義

山・奥秩父の山々など３６０度の展望。  

峠の県境をまたいでいよいよ信州に入る。急

坂の細い旧道を下ること１時間半。渓流に架か

る吊り橋「二手橋」を渡れば「軽井軽井軽井軽井沢沢沢沢宿宿宿宿」。見

覚えのある「碓氷峠」石碑。明治中期さびれて

いた軽井沢を開発した恩人でカナダ生まれの

英人アレキサンダー・ショーの記念碑のある教

会。さらに歴史を感じさせる別荘地帯を過ぎる

と、当時休み茶屋だった「つるや」旅館があり、

ここから向こうは賑やかな旧軽井沢銀座だ。当

時は難所の碓氷峠を控えて本陣、旅籠、茶屋が

並び、飯盛女（遊女）もいたという。今はあか

抜けしたリゾート雰囲気で一杯だが、元宿場町

の面影は昔日のかなたである。坂本宿～軽井沢

宿間は約１８ｋｍ。 

 旧軽ロータリーからカラマツの並木道を抜

け、国道１８号線とほぼ重なる旧道を右に「離

山」を見ながら進むと「沓掛宿沓掛宿沓掛宿沓掛宿」である。だが

今は「中軽井沢」という味気のない名前に変え

られ、わずかに「長倉神社」内にある長谷川伸

の小説の、剣はめっぽう強いが人情にからきし

弱い剣客・沓掛時次郎の碑が唯一「沓掛」の名

を残すのみである。 

沓掛宿は上州草津温泉への入り口で賑わっ

たが、天明３年（１７８３）の浅間山大噴火で

すっかりさびれてしまった。 

しかしこの日は晴天無風で、噴煙が真直ぐ天

に昇る珍しい風景だ。その浅間山を右手に見な

がら、江戸時代に“入り鉄砲に出女”の検閲を

避けるため、女性が多く利用した裏街道の「女

街道」追分を過ぎ、更に道の両側に残る「追分

の一里塚」（このあたり標高１００３ｍ）まで

来れば「追分宿」はもうすぐである。 

浅間三宿の中、ここは国の「歴史国道」に指

定されただけあって、旧道は昔の雰囲気を随所

に残している。ここで昼飯となったが、最高に

美味かったのが堀辰雄文学記念館近くで食べ

た「十割ソバ」である。 

「追追追追分分分分宿宿宿宿」は名の通り、西はずれに北国街道

（善光寺道）との分岐点「分去れ」（わかされ）

があり、その三角地形の中に延宝７年（１６７

９）建立の道標、子持地蔵（マリア像）、平賀

源内の狂歌碑、石灯籠などが集中して建ってい

る。 

中山道はこの辺りから国道１８号線を外れ

て佐久盆地の入口となり、榎の代わりに“しだ

れ桜”が塚上に聳える珍しい「御代田（みよた）

の一里塚」から、皇女和宮も昼食休息し、公家・
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諸侯の姫君など女性が多く泊ったので「姫の

宿」とも呼ばれた静かな「小小小小田田田田井宿井宿井宿井宿」を抜ける

と、今は佐久の中心地として鯉料理で名高い

「岩村岩村岩村岩村田田田田宿宿宿宿」で、城下町だったため本陣や脇本

陣がなく、交通量の多い賑やかな町の感じだが、

見ものは「龍雲寺」で、寺の説明版によると、

ここには昭和６年に発見された武田信玄の遺

骨が埋葬されている。 

戦国最強の武将・信玄は京への上洛の途中の

元亀４年４月（１５７３）に伊那の駒場で急死

したが、信長・家康・その他ライバルに知られ

ないようにひそかに葬られたといい、彼の大五

輪塔の墓がここにあり、甲府の恵林寺、三河の

設楽町、或は「甲陽軍鑑」にいう諏訪湖墓地説

など信玄の墓の所在論争はこの発掘調査で終

止符を打ったといわれる。 

ところで、武田信玄は本拠の甲州のほか信州

から上州西部まで進出したが、子の勝頼自刃に

よる武田氏滅亡以来、甲州は徳川氏の支配、信

濃と西上州は上杉氏、北条氏、徳川氏の諸大名

の草刈場となり、これに信州上田～上州吾妻～

沼田一帯を支配していた真田氏を挟んで熾烈

な争奪戦となった。そして佐久一帯は徳川氏勢

力の優勢に変わった。 

さて、佐久盆地の鄙びた田舎路を更に西に進

み、小諸路分岐の「塩名塩名塩名塩名田田田田宿宿宿宿」を越えると千曲

川に出た。五木ひろしの歌「千曲川」をハミン

グしながら「中津橋」を渡る。千曲川は小諸を

通って信濃川に合流し、新潟市で日本海に注い

でいる。 

橋を渡れば上り坂で且つ道は狭いが交通量

の多い「八幡宿八幡宿八幡宿八幡宿」。その昔、馬を飼育した官営

の御牧ケ原だった一帯にある重文「八幡神社」

を越えると間もなく「望望望望月月月月宿宿宿宿」で、ここは中山

道の中でも江戸時代の雰囲気を色濃く残し、昔

ながらの看板があちこち目につく宿だ。 

小田井宿からここまで来てやっと旅籠や名主

の旧家など宿泊施設に出会ったので早速飛び

込みで宿をとった。改築されてはいるがほとん

ど江戸時代のままの旅籠である。  

 

 

 

 イラストイラストイラストイラストやややや写真写真写真写真をををを募集募集募集募集！！！！    

    

“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。 

  

会報会報会報会報  

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。 

 

ホームページホームページホームページホームページ 

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。 

 

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。カラーの大判数枚で１セット。 

もちろん、1 枚ものでもＯＫです。 

 

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。 
  

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

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（（（（そのそのそのその５５５５：：：：最終回最終回最終回最終回））））    

                                                        納富納富納富納富    優優優優    
 

六浦の地形です。六浦は小さい山が入り組ん

で、中に平潟湾があります。図 12 のように、

われわれは平地に住んでいる人間だから海と

山といいます。しかし、もっと広い視点から

いえば、海と陸です。海軍、陸軍、空軍です。

視点が違うことにより、言い方が異なってき

ます。 

 

山ですが、最初はお寺とか神社があり、山

奥の静かなところで、人があまり入ってこな

いで、修行したり、あるいは神様の降臨を待

ったり、あるいは権現様の発現を見たりする

ための場所で、結構古くからありました。そ

れがだんだん修行から布教、勧進へ変化しま

した。立派な建物を建てたいので寄付を下さ

い。こういう良いお教えですから信じて下さい。

そうなると町へ降りてくる訳です。ですから今

「金沢」にある寺はほとんど旧金沢道沿いに有

ります。 

 

金沢には海にかかわる地名が色々あります。

平潟にしても洲崎にしても六浦の浦にしても

そうでしょうし、野島もそうです。私は野島は

かなり前から陸続きだったと思っています。地

名が発生した頃は陸続きだったのに「島」と

は？今でも遠くの沖合から見れば「野島」は

「島」です。「海の民」の視点が地名を決めた

のだと思います。海で重要な地形は、澪
みお

です。

澪は内湾や河口付近で、砂泥質・遠浅の海底に

沖合まで刻まれた浅い谷のことです。水の流れ

の筋で、舟の航路(水路)となります。澪は港が

できる一番の源です。昭和 19年から 20年にか

けて、軍の物資輸送用に野島と洲崎の間、平潟

の間に運河ができました。これが造られて澪が

変わりました。平潟よりのわりと海岸線に近い

ところに水路ができました。20年ぐらい前まで

は、そこに造船所があって、その岸壁から東急

車輛で造った電車をはしけに乗せて、曳いてい

っていました。当時、夜中の 2時ごろに車で帰

ってくる途中でよく電車の搬出に出会い、「あ

あまた動かしているな。どこで降ろすのか

な？」と見ていると、造船所の中に運び込み、

船積みしていました。そこが澪になっています。

これは宮川の澪を遮二無二捻じ曲げて、人工的

に造った澪です。一方一番自然な澪は侍従川の

澪、関東学院の前の澪です。侍従川によって作

られ、真直ぐ室の木の方へ抜けていました。運

河が出来る前は宮川も弁天島の先を通って、侍

従川の澪に合流していたのです。そういう時代

があったのです。ですから三艘という地はその

澪にまさしく沿っていましたので、大きな船で

も割と入って来れたのだと思います。従って

「布倉」の跡が発見されるとしたら瀬ヶ崎の稲

荷神社の下あたりかと想像しています。今は家

がびっしり立ち並び、出てくるかどうか判りま
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せんが。あるいは関東学院の敷地の一番南側で

す。あのあたりから出てきてもおかしくないと

思っています。 

 

「鮐浦」、「福浦」という言葉は地形に由来し、

図 13 に示した「袋」とか「脹れる」とかいう

とこから来たという説もあります。われわれ平

地、陸側にいる人間から見ると、海がこう入っ

てきて、あれを膨らむというだろうか？しかし、

確かに海から見れば、袋小路に入るとか、膨ら

んでいるとかの感じは受けると思います。ふぐ

も脹れるからそういうのでしょう。「鮐浦」が

そういう地形的なものからきたのか、どうか判

りません。いずれにしてもいえることは、山の

人たちの使う山言葉、海の人の使う海言葉のほ

うが、平地に住んでいる農耕民族、単なる農耕

民族よりもいろんな言葉の地形語に対しては、

必要性があったということですね。そうでない

と船で乗って行って、あの島は何島だというの

が固定できてないと航海が出来ません。山も狩

をしてまぁ昔のマタギとか、そうなんでしょう

が、どの尾根を通って行ったかを人に伝えるの

に、尾根の固有名詞がないとできません。この

ほうが自然だったろうと思います。 (完) 

 

““““わわわわ””””のののの会会会会のののの小旗作小旗作小旗作小旗作りのおりのおりのおりのお願願願願いいいい先先先先をををを探探探探していますしていますしていますしています    

 

学習会や分科会活動で屋外に出るときは、“わ”の会の小旗を欲しいとの声があり、

運営委員会でも常々検討を行っています。しかし、専門業者に尋ねるなど、これま

での検討範囲では当会の予算額に見合った手ごろな値段での調達先を見つけるに至

っておりません。 

安価に調達する手段をご存知の会員、あるいは材料費等の実費の範囲で作って頂

ける会員やお知り合いがおいででしたらお知らせ下さい。 

 

連絡先：771-4393(岡本) 
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2007年８月までの予定 

 ６月    ７月    ８月    

学習会学習会学習会学習会    

6月 9日(土)9：30 
金沢地区センター 
金沢の旧家に残る古文書

から 

7月 14日(土)9：30 
能見台地区センター 
金沢の戦争遺跡 

8月 11日(土)9：30 
県立金沢文庫 
陰陽道と密教 

寺寺寺寺    社社社社    をををを    

巡巡巡巡    るるるる    会会会会 

6月７日(木) 

集合：10:00 金沢文庫駅 

テーマ：金沢地区（Ⅰ） 

行動：宝蔵院～熊野神社～  

  金沢文庫～称名寺他 

7月 5 日(木) 

集合：10:00 金沢文庫駅 

テーマ：金沢地区（Ⅱ） 

行動：伝心寺～天然寺～龍

華寺～洲崎神社他 

8月２日(木) 

集合：10:00 京急富岡駅 

テーマ：富岡地区 

行動：持明院～慶珊寺～長

昌寺～富岡八幡宮他 

古文古文古文古文書書書書をををを    

読読読読    むむむむ    会会会会 

6月 14日(木) 

ハリスの開港要請陳述書 

6月 28日（木） 

参宮道中記 

 

7月 12日(木) 

ハリスの開港要請陳述書 

7月 26日（木） 

参宮道中記 

8月 9日(木) 

鎌倉将軍家政所下文ほか 

8月 23 日（木） 

江戸城内襲撃殺人書付 

（板倉修理切腹事件） 

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 

6月 21 日(木) 

群馬 

⑦歴史を尋ねるみち 

⑧旧信州街道のみち 

⑨大桁山登山コース 

（雨天時６月 22日(金)） 

7月 19日(木)～20日(金) 

群馬 

⑩さくらの里と石門のみち 

⑪旧道裏妙義のみち 

⑫小根山森林公園へのみち 

（雨天時 8月 30日(木)～ 

31 日(金)） 

8月 16日(木) 

群馬 

⑬山菜のみち 

⑭道祖神のみち 

(雨天時 8月 17 日(金)) 

  

懐懐懐懐かしのかしのかしのかしの    

映映映映    画画画画    をををを    

観観観観    るるるる    会会会会 

６月 11 日(月)12時 

鬼の爪隠し剣   松竹 

６月 25 日(月)12時 

赤と黒      仏 

エデンの東    米 

７月９日(月)12時 

巴里祭      仏 

７月 24日(火)12時 

戦争と平和    米 

８月６日(月)12時 

男はつらいよ(第１作) 

         松竹 

8月 27 日(月)12時 

かくも長き不在  仏 

浮浮浮浮                雲雲雲雲    

俳俳俳俳    句句句句    会会会会    

6月 3 日(日)10：00  

金沢地区センター 

第 9回金沢区民俳句大会 

    へ参加 

7月 29日(日)9：30  

金沢地区センター 

テーマ：河馬を詠む 

 （身近な 4つ足動物を 

シリーズで探る） 

8月 26日(日)9：30  

金沢地区センター 

テーマ：終戦記念日を詠む 

  (終戦日を回顧し平和 

      を噛締める） 

 

連絡先：学習会学習会学習会学習会 771-4393(岡本)、        寺社寺社寺社寺社をををを巡巡巡巡るるるる会会会会    772-5610(内田) 

古文古文古文古文書書書書をををを読読読読むむむむ会会会会    784-3420(岡田)     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    783-4539(宮原) 

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 701-1606(佐藤)  浮浮浮浮雲雲雲雲俳俳俳俳句会句会句会句会 774-3878(北野) 

 

 

発 行 日 平成 19(2007)年 5月 12日 

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 会報発行５周年を迎え、会報への寄稿をお

願いしましたところ、多数の応募を頂きました。お陰

様で立派な記念号として 21 号を発行できましたこと

を感謝申上げます。また、その内容から会報や“わ”

の会に対する会員の皆様の期待の大きさを痛感致しま

した。“わ”の会の全体像をお伝えすると共に会員相

互の親睦を高めるために価値ある情報（記事）集めと

読みやすい紙面作りになお一層努力したいと思いま

す。（SK） 

編集責任者 小 岩 克 介 

 


