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２０

2007 年 11 月までの予定

尚）

『かねざわの歴史事典
かねざわの歴史事典』
歴史事典』発刊にあたって
発刊にあたって
“わ”の会代表 岡本 茂男
『かねざわの歴史事典』の発刊にあたって、
会員のみなさまに、まず、完成のお祝いを申し
上げます。また、完成を見るまで、会員の皆様
には大変なご協力をいただきましたことを改
めて感謝いたします。
本事典は、 “わ”の会創立５周年に当たる
平成１５年に記念事業として発案され、その後、
約３年間を費やして、この度完成を見ることが
出来ました。
平成１５年に提案がなされ、１１月２５日に
本格的な打ち合わせを開始いたしました。当初
は、
『金沢歴史年表』
『ＩＮＤＥＸ金沢』がプラ
ンとして出されましたが、最終的には双方を合
体して一冊にすることに決定。平成１６年度総
会にて皆さんに提案し、刊行のご承認を得まし
た。この事典は、会員全員が協力して作り上げ

ホッといたしております。

ることによる共通認識と達成感を得ることも

折角の刊行であり、会員の資料として配付す

目的として正式にスタートいたしました。

る以外に、金沢図書館をはじめ市・県立図書館、

掲載項目の抽出および説明文作成のための

区内の小・中・高・大学校、横浜開港資料館、

協力者を会員から募集いたしましたところ、多

横浜市歴史博物館等に贈呈し、活用をお願いい

くの方のご参加をいただきましたことは大変

たしました。それぞれの個所から従来無かった

有り難いことと思っております。

貴重な書物であるとのお褒めの言葉をいただ

完成までの間、編集会議は延べ四百数十回近

き、“わ”の会の存在も広範囲に宣伝できたか

く開催いたしました。項目の抽出も当初は

と思っております。

2,400 項目ほど有りましたが、重複や不要項目

今後は、誤記載の修正と、内容の充実の方法

の削除を行い、最終的には約 1,400 項目といた

を検討しなければと思っております。

しました。編集会議も特に後半の一年間は、相

刊行に至るまで大変なご苦労をいただいた

当密度を上げ、検討を重ねました。会員の利用

編集委員の方々に改めて感謝申し上げたいと

に当たって過誤が有ってはいけないので神経

思います。

を張り詰めて会を持ちました。時には委員の意
見が食い違い、相当険悪な場面もありました。
しかし、何とか皆さんにお渡しすることが出来、
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第６回学習会

探訪｢
探訪｢旧軍需工場ベルト
旧軍需工場ベルト地帯
ベルト地帯と
地帯と今｣のご案内
のご案内
今年度の探訪は、７月の葛城氏の講座「金沢

教地区、住宅地区、商業地区などに変貌。高層

の戦争遺跡」とペアにして“軍需の街”に焦点

マンションが立ち並ぶ一画もでき、金沢区でも

を合わせた計画としている。

有数の人口密集地域になっている。現在、工場

この金沢は小山に囲まれた遮蔽性の地形、軍

用地としては東急車輛製造など、一部を残すだ

港横須賀に隣接、湘南電鉄の開通による交通の

けである。また、谷津町周辺の国道１６号線沿

便もあって、昭和１０年代になって直線で３

いに多くあった軍需関係だったと思われる中

km 圏内に、大日本兵器、日本製鋼所、海軍航

小の工場も移転・廃業などで今はほとんど姿を

空技術廠支廠の大きな軍需工場と研究開発施

消し、同様に敷地はマンションや商業施設など

設が進出。田畑や山林が転用され、平和な田園

になっている。

と観光の街から兵器を作る“軍需の街”に一変

このような変貌ぶりを探訪当日は古い写真

した。その敷地面積は合わせて７０万坪、従業

や地図などの資料を用意して説明する。

員は最盛期には２万人を超え、街のいたるとこ

探訪のコースには、金沢の歴史に大きなウエ

ろに臨時工員などの寮があった。能見台駅（開

ートを占めるかつての金沢入江新田地帯、太寧

業時の駅名は「谷津坂駅」）も大日本兵器の従

寺、浅間神社、金沢七井の一つである染井、金

業員専用として昭和１９年５月に開設された。

沢文庫駅周辺が海であったことを伝える白井

なお、富岡には東京石川島造船の航空機部門と

が崎の痕跡などもあり、要所で説明する。加え

日本飛行機が進出した。金沢の人口は明治４５

て、太寧寺では住職の法話を聴く。

年（1912）には 1 万人、軍需工場の進出直前

東急車輛製造では工場見学とともに、当時の

の昭和１０年には１万４千人。それが、昭和１

姿を残すのこぎり屋根の工場建屋や事務棟、海

８年には６万人、終戦の年の昭和２０年には３

軍航空技術廠支廠の表札、海軍マークが入った

万９千人と、“軍需の街”だったことを裏付け

マンホールの蓋など貴重な遺品を見学する。

る人口推移であった。

会員の皆様方におかれましては奮って御参

戦後、工場と研究開発施設の敷地は徐々に文
＜コース＞
コース＞

歩行距離：約５km

能見台堀口北公園

～

浅間神社（塗桶山）

～

大日本兵器跡

加いただきますよう、お願い致します。

～

太寧寺（住職の法話）

海軍航空技術廠支廠跡

＜実施要領＞
実施要領＞
施

染井

釜利谷第２公園（海軍航空技術廠支廠跡記念碑）

東急車輛製造（昼食・工場見学等）～

●実

～

日：１０月１９日（金）

●集合・時間：能見台堀口北公園
●解散・時間：ダイエー付近

午前８時４０分

午後４時

●懇親会（希望者）：相生で４時２０分より
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～

～

～

日本製鋼所跡

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 1 回学習会
「江戸城紅葉山御神領坂本村の
江戸城紅葉山御神領坂本村の権威と
権威と地域」
地域」
2007 年 5 月 12 日

講師：横浜市歴史博物館

学芸員

井上

攻

氏

出席者：99 名（80%）

○ 分かりやすい説明や資料で良く理解できた。
○ 身近な禅林寺や旧坂本村の話が良く分かった。
○ 庶民の意識変化など歴史が立体的で面白かった。
○ 御神領の村が威張っていたこと、諸役が免除されてい
たことが印象的。
○ 海防期に「御国益」「御国恩」が強調され、特権が平
均化されたのが興味深い。
○ 入江新田再開発の経緯と出入りが印象深かった。
○ 古文書を読むことで、その裏を取る面白さを語ってく
れる講座を望む。

第２回学習会「
回学習会「幕末の
幕末の旗本と
旗本と金沢の
金沢の農民」
農民」
2007 年 6 月 9 日

講師：横浜開港資料館

○

調査研究員

西川

武臣

氏

出席者：95 名（77%）

明解な話術と分かりやすい説明や資料で良く理解で

きた。
○

旗本の生活基盤や村・名主との関係が理解できた。

○

旗本の農民への依存関係とその困窮度が印象的。

○

旗本の経済の衰退、維新後の末路が印象深い。

○

江戸時代の金沢村庶民生活を詳しく知りたい。

○

鈴木家以外の古文書による歴史解読を更に知りたい。

○

旗本の知行地の農民と金沢藩の住民との差はあった

のか知りたい。

4

第３回学習会「
回学習会「金沢の
金沢の戦争遺跡」
戦争遺跡」
2007 年 7 月 14 日

講師：郷土史研究家

葛城

峻

氏

出席者：93 名（75%）

○ 論旨明快であった。
○ 資料が豊富で具体的、かつ珍しい話だった。
○ 戦時中、金沢区に軍需企業が多かったことを
知った。
○ 現行政区分でなく、久良岐郡として物を見る
べきとの提案が印象的だった。
○ 横浜海軍航空隊の技術の話が印象深かった。
○ 何かする場合に民間と役所の意識のずれが障
害との意見が興味深い。
○ 今回の講話の続編を希望する。

“わ”の会会報の
会会報のバックナンバー
第 1 号から最新号までの“わ”の会会報は、“わ”の会ホームページに掲
載されています。
掲載ページの URL は
http://wanokai.web.infoseek.co.jp/kaihou/old.html
です。
また、“わ”の会先頭ページ左にある Contents 欄の
「会報
会報」の下、
会報

「最新刊」

または

をクリックすることでも OK です。
一度お試し下さい。
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「バックナンバー」

「古文書を
古文書を読む会」報告
副代表 真田 雅行
ーの皆さんは辛抱強く継続されて、機会を重ね

２００３年に“わ”の会に「古文書を読む会」
があることを知り入会しましたが、その直後に

るごとに読解力がつき、興味も増してきている

代表と副代表が同時に都合で辞任されたので、

ことは頼もしい限りです。
私の古文書との出会いは、子供の頃いたずら

岡田代表と共に私が副代表として会の運営を
引継ぎ今日に至っています。

をして母に土蔵に入れられた際、偶然土蔵にあ

（学習は原則、金沢公会堂、月２回で第２・第

った古い書き物を見たことでした。以来６０年

４木曜日の AM１０：００～１２：００）

以上すっかり忘れていましたが、退職後興味の

メンバーも当初の８名から１７名に増えて

あった歴史を少し掘り下げてみようと考え、ふ

喜ばしい限りですが、経験度の違いからレベル

と土蔵の古文書のことを思い出して始めたの

にばらつきが生じましたので、基礎講座を７回

が６年前の２００１年で、歴史を本当に理解す

実施してレベルアップと平準化を図り、メンバ

るには先ず当時の人が実際に書いた古文書を

ーの関心もだんだん高まってきたように思い

読めるようになることだと思い、以来ほぼ毎日

ます。

少しずつ続けつつ、資料館や公文書館などのほ

会の運営は、“わ”の会との連絡・場所の確

か、江戸時代の五街道めぐりで途中立寄る寺社

保・費用等の一般事項と、教材や講義等の事項

や旧家に残る古文書を集めています。それで最

に分けられ、全体の運営を岡田代表が、教材探

近ではいろいろのルートから教材入手も出来

しと講師を私が担当しています。

るようになりホッとしています。

前者は代表始め各担当委員の努力により無

私の経験では、古文書は最初はとっつきにく

難に運営されていて、私は専ら教材探しと講義

いが、わかってくると面白くなり、病み付きに

内容に専念出来ています。当然ながら教材や講

なるようです。入会は自由です。我々の先祖が

義内容は興味を引くものであること、むずかし

残した文書を自分で読んでみませんか。

すぎないこと、なるべく地元に関連したもので
あること等に留意していますが、一体そういう
古文書がどこにあるのか、どう探すのか、簡単
にコピーできるのか、といった基本的なことが
経験の浅い私の課題です。
戦前までのほとんどの日本人は古文書をご
く普通に読み、理解出来ていたものです。それ
が戦後の教育環境から古文書に親しむ機会が
なくなったため、現在では一目見てむつかしい
として敬遠しているのが実情です。幸いメンバ
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「浮雲俳句会」
浮雲俳句会」発足 1 年にあたって
代表 北野 清市
1. 〈〈 産声 〉
〉

2. 〈〈 足跡 〉
〉

涼風や
涼風や「浮雲俳句会」
雲俳句会」誕生す
誕生す

俳句における成果は、勿論それぞれの俳句で

一清

ある。この 1 年。18 人のメンバーによって作
Ｈ18 年 7 月“わ”の会の５番目の分科会と

られた句は、総計７２０句である。従って、そ

して、浮雲俳句会が発足した。顧みると、昨年

の全部について、あるいは毎回の句会の出句総

春“わ”の会の皆さん方に、「新設の浮雲俳句

てについて、論評し、鑑賞すれば、その成果が

会に入り、ご自身の俳句を作ってみませんか。

語れよう。しかし、それは膨大な量であるので、

世界に唯一つしかない俳句を創作して見ませ

今回はこのうち毎回の句会の「天賞」１０句を

んか。これは素晴らしいことです。間違いなく

ご披露し、ご批判を仰ぎたい。まさに、［浮雲

貴方の生き甲斐になります。一枚の紙と一本の

秀句１０句抄］である。

鉛筆で、17 音の日本最短詩を作りましょう。」
≪ 第 １ 回≫

と、呼び掛けました。

発刷や
発刷や生きた証
きた証の一行詩

天賞

一清

Ｈ１８年
１８年７月

定年や
定年や決意の
決意の先に雲の峰

國眼

お陰で 18 人のメンバーが集まったのであり

二物衝撃の典型句である。しかも、初心者の

ます。メンバーは多士済々。一部現職の方もお

初句会における秀吟に驚嘆した。作者は、長く

られますが、殆どが、功成り、名遂げた方々ば

勤めた現役を去り、第二の人生のスタートを切

かりであります。

ったのである。何をするか。大変迷った結果、

18 という数字は、座の文学として出発した

ある国家試験を受けて資格をとろうと決意し、

俳句においては、最適のメンバーでした。殆ど

猛勉強中であったのだ。その〈決意の先に〉
〈雲

の方々が俳句の初心者でしたが、探究心旺盛、

の峰〉が聳えていたのである。巻頭を飾った一

メキメキ上達され、今日を迎えております。だ

句として、いつまでも胸に止めておいて欲しい。

が、2・3 エピソードを申し上げれば、例えば、
≪第２回≫ Ｈ１８年
１８年８月

72 句（メンバーの投句を集めた 1 回分の俳句）
総ての漢字にルビを振った清記用紙を見るた

天賞

びに、「これが果して俳句だろうか？まるで小

西向きの
西向きの鼻欠
きの鼻欠け
鼻欠け地蔵秋暑し
地蔵秋暑し 一馬

学生になったようだ。」と奇異に感じたもので
す。また個々の俳句の表記についても、やたら

8 月の兼題「秋暑し」の嘱目吟。勿論〈鼻欠

片仮名文字が多く、よその国に行ったような錯

け地蔵〉は、朝比奈と大道の境にある磨崖仏。

覚を起したりしたものです。

像の鼻が欠けているため、〈鼻欠け地蔵〉とい
うが、ここが相模と武蔵の境だったので、一般

あとずさりしてのはひはひ楠若葉
あとずさりしてのはひはひ楠若葉 一清

的には「界（さかい）の地蔵」といっている。
この磨崖仏。高さ４m 程もあり、風化が激し
いうえ、〈西向き〉であるので、西日を受けて
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如何にも暑そうなのだ。〈鼻欠け地蔵〉という

国橋〉で繋いでいる様が、何とも言い難い詩情

即物的表現で、一気に、一句の情景が眼前に迫

を添えている。

って来るのである。即物抒情句はやはり良い。
≪第６回≫ Ｈ１９年
１９年１月
≪第３回≫ Ｈ１８年
１８年９月
天賞
天賞

竹馬を
竹馬を自慢げに
自慢げに乗
げに乗る童かな 一梲

釣船や
釣船や野島にかかる
野島にかかる天
にかかる天の川 好童
〈かな〉という切れ字を使った省略法の句で

９月の兼題「天の川」のご当地俳句である。

ある。童（わらべ；少年）が、〈竹馬を自慢

〈野島〉は、歌川広重の「金沢八景図」に出て

げに〉乗り廻しているのだ。如何にも得意満面

くる野島百軒といわれた昔の漁村である。広重

そうな餓鬼大将の顔が浮かんで来る。〈竹馬〉

の時代へ、〈天の川〉からタイムスッリプした

という珍しい季語を使い、しかも、それが非常

ようである。なお、季語の〈天の川〉であるが、

によく生きている秀句である。この点、芭蕉は

芭蕉の『奥の細道』には、〈荒海や佐渡に横た

『三冊子』
（さんぞうし）の中で、
「俳諧は、三

ふ天の川〉の国民的俳句がある。

尺の童にさせよ。初心の句こそたのもしけれ。」
と言っている。これは、「俳句は純真な子供に

≪第４回≫ Ｈ１８年
１８年１１月
１１月

させるのがよい。」
・・・子供のように嘘をつか
ず、奇をてらわず、思ったことをそのままに、

天賞

金風や
金風や白寿祝ぐ
白寿祝ぐ紅鳥居 十九

作句する事が肝心だとのアドバイスである。

《第７回》 Ｈ１９年
１９年２月

秋の「第７回金沢区民俳句大会吟行会」のと
きの秀作。たまたま富岡八幡宮の拝殿の前には、
白寿すなわち９９歳を祝うための一族１４・５

天賞

町内の
町内の梅を賞でつつ防犯隊
でつつ防犯隊 重九

人が集まっていた。
〈金風〉
（秋風のこと）の金
写生の眼のしっかりした佳句である。加えて、

と、
〈白寿〉の白と、
〈紅鳥居〉の紅が、色彩的
にも〈白寿〉を祝っているようである。 明彩

日常的な句材を平易な表現にまとめ上げしか

明光明韻仕上げが快い。

も、俳意の深い句である。〈町内の梅〉も、梅
が咲いて初めて、その存在が確かになるものだ。

≪第５回≫ Ｈ１８年
１８年１２月
１２月

「この家にこんな梅が。」、「ここの庭に枝垂梅
があったとは。」と、思わぬ梅見になるもので

天賞

赤青黄万国橋の
赤青黄万国橋のクリスマス 祥代

ある。梅見と防犯活動の一石二鳥のいわゆる
“花も実もある”街頭所見句である。なお、季
語〈梅〉に関しては、服部嵐雪の〈うめ一輪一

勿論１２月の兼題「クリスマス」の写生句の
教科書のような佳句である。最近、横浜の夜景

りんほどのあたたかさ〉が有名である。

は、一段と素晴らしくなってきた。特に、〈万
≪第８回≫ Ｈ１９年
１９年３月

国橋〉からの景は圧巻であり、ランドマーク・
タワービルなどがライトアップされ、恰も、満
艦飾のようにビル群が煌いている。掲載句では、

天賞

霞立つ
霞立つ一の倉沢息を
倉沢息を呑み 三旦

〈万国橋〉の措辞が手柄で、今やクリスマスは
典型的な山岳俳句である。谷川岳の〈一の倉

万国共通のお祭りと化しているが、これを〈万
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沢〉の固有名詞が、非常にきいており、句全体

の次には、動詞の「差す」が、また〈新樹風〉

にインパクトを与えている。そのうえ、下五の

の次には、動詞の「吹く」が隠されていること

〈息を呑み〉の措辞が、谷川岳に対する威敬の

に注目したい。

念として表われている。まさに独創的な秀吟で
3. 〈〈 明日へ
明日へ 〉〉

ある。

≪第９回≫ Ｈ１９年
１９年４月

浮雲丸は出帆した。「俳句島」へ向って航行
中である。少しは航海にも慣れて来た。これか

天賞

つちふるやマイカー
つちふるやマイカー虎
マイカー虎に豹変す
豹変す 湧水

らはクルー全員の参加型でそれぞれの持ち場
を守りながら、更なる前進を続けなければなら

〈つちふる〉とは、気象用語の黄砂現象であ

ない。そのためにも、この際、目指す目標を明

る。俳句の季語でもあるので、『歳時記』の

確に設定しておかなければならない。当面の目

〈つちふる〉を引くと、
「霾（つちふる）」－傍

指す俳句の目標は、･････
．．．．．．．．．．．
1 つが、＜金沢区にスタンスを置き＞

題としてー霾（ばい）；霾晦（ばいぐもり）；
黄砂；黄塵；よなぐもり；よなぼこり、などが

例句（以下同じ)

例示されている。要は、中国北部やモンゴルの

秋風や
秋風や帰帆はるかに
帰帆はるかに能見堂
はるかに能見堂

一清

砂塵が強風に吹上げられ、偏西風に乗って日本

谷津坂の
谷津坂の陽を存分に
存分に木守柿

〃

にまで飛来する現象。今年はその飛来が多く、

．．．．．．．．．
２つが、＜“伝統俳句”を踏まえ＞

首都圏でも３回もあった。掲句は、その現象を
見事に捉えたもので、〈マイカー虎に豹変す〉
と、虎と豹を登場させ、一段と俳諧味を醸出し

祭足袋脱いで
祭足袋脱いで火照
いで火照りをさましけり
火照りをさましけり 一清

ている。元東大総長・文部大臣で、俳人の有馬

一帆を
一帆を沖に置きたる芒
きたる芒かな

朗人も〈ジンギスカン走りし日より霾れり〉と、

〃

．．．．．．．
３つが、＜現代を広く詠む＞

遠くジンギスカンの時代に思いを馳せた大景
を詠っている。

≪第１０回
１０回≫ Ｈ１９年
１９年５月
天賞

更衣街に
更衣街に軽さの生
さの生まれけり

一清

サーファーの
サーファーの乗る北斎の
北斎の波頭

〃

星今宵七十階の
星今宵七十階のカプチーノ

〃

千の葉の千の光や新樹風 十九
･････に設定。クルー全員が、精進努力して参

最近≪千の風になって≫―英語原詩：I am a

らなければならない。

thousand winds―が話題になっている。掲句

「面壁九年」―

達磨大師は九年間壁に向っ

は、これを下敷きにしたような秀句である。
〈千
．．．．．．．．．．．．
の葉の千の光〉と、千のリフレーンで畳掛ける

て座禅し、悟りを開いた。われわれ「俳句島」

作者の感性は、只者でない。季感も素晴らしい

とし、大自然の花鳥諷詠を愛で、皆んなで、
「１

ものを持っており、新緑の５月を高らかに謳歌

７音に世界をまとめる俳句づくり」に励んで参

している。更にまた、掲載句では、詩の表現技

りたい。

を目指すクルーも、少なくとも九年。四季を友

法に「本来的な省略法」を使っている。このた
めオール名詞で俳句全体が作られ、逆に言えば、
動詞が総て省略されている。従って、
〈千の光〉
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「浮雲」
浮雲」の十八人衆蟻の
十八人衆蟻の道

一清

「関東ふれあいの
関東ふれあいの道
ふれあいの道」との出会
との出会い
出会い
相川 勲
2005 年 4 月完全に仕事から解放され｢サンデ

い。歩き終わった後、高尾駅近くの店での反省
会もアットホームな雰囲気でくつろげた。

ー毎日｣の身分となる。2 月に糖尿病予備軍の
宣告を受けたこともあり、15 年程ブランクの

初冬の半分凍った奥多摩・払沢の滝で「あり
がとう清流、水は地球の生命」なる碑を見て感

あった山歩きを始める事にした。

動したり、真冬の千葉の印旛沼では真直ぐ歩け

4 月 15 日丹沢の経ヶ岳に登る。ここで「関
東ふれあいの道」の道標を幾つか目にした。4

ないほどの強風に晒されたり、初春の梅、桃、

月 28 日赤城山の駒ケ岳に登る。ここでも同じ

桜、ミツマタ等色とりどりの花に囲まれた奥武

ような標識を目にした。“どの県も同じような

蔵の村々に桃源郷を想ったり、歩くから得られ

事を考えるものだ”くらいに感じた。

る思い出が増えてゆく。
分科会の仲間と東京、埼玉を完歩。足掛け 3

このころインターネットで「“わ”の会」を
知り、幸いにも入会出来た。5 月 14 日の総会

年かかったが、神奈川県も単独で完歩した。

に出席した折に 1 都 6 県をつなぐ「関東ふれあ

多くの偶然の重なりが「ふれあいの道歩こう

いの道」が整備されていること、「ふれあいの

会」の仲間と知り合い、歩く楽しさを倍加させ

道歩こう会」なる分科会があることを初めて知

て貰っている。全員元気で「関東ふれあいの道」

った。5 月で神奈川県が終わり、6 月から東京

が完歩出来るよう願っている。

都に入るとのことで早速入会をお願いした。
5 月末、試しに神奈川県１番「三浦・岩礁の
みち」を歩いてみた。近場でありながら知らな
かった岩礁地帯の素晴しさに、これからの「ふ
れあいの道」に対する期待感が膨らんだ。
6 月 12 日初めて分科会での活動となる東京 1
番｢湖のみち｣に参加する。当番による下見や歩
き始めの体操など規律あるグループ行動を保
ちながら、歩き始めると和気藹々おしゃべりも
弾む。他分野で活動された人達との会話も楽し
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映画「
映画「慕情」
慕情」によせて
大川一馬
香港が英国領から『一国二制度』の形をと

デン扮する特派員マーク・エリオットが“Give

りながらも中国に返還されたのが、１９９７年

me your hand.”と言って女医ハン・スーイン

７月１日。今年はその１０周年に当たる。私が

役のジェニファー・ジョーンズを丘へ誘

銀行員として香港に赴任したのが、１９６７年
で、その日から既に４０年の歳月が過ぎたこと
になる。
香港に住み始めた頃、英語の勉強にもなると
思い、ハン・スーインの自伝的小説 “A Many

うシーン。終盤で彼女が、『彼からの手紙は次

Splendoured Thing” を何日もかけて字引と

から次へと（one by one）来続けるわ』と言い

首っ引きで読んだことを思い出す。

残して丘へ向かって行く胸の詰まる場面。

例のアルフレッド・ニユーマンの主題曲とと

何度見ても溜息の尽きない名画でありなが

もに、映画『慕情』は１９４９年の香港を舞台

ら、何故かＤＶＤにもなっていないようだし、

に、オールドファッションではあるが、恋の華

アメリカの年鑑にもその名を見出せない。何か

麗さと切なさを綴った不朽の名作であると思

特別の理由でもあるのだろうか。 不思議に思

う。そして、１９５５年のアカデミー賞、主題

えてならない。

歌賞等の受賞作でもある。
先日、久しぶりにレンタル・ビデオで見直
して、感動を新たにした。ウイリアム・ホール

金沢俳句 寺社めぐり
寺社めぐり（
めぐり（その１
その１）
～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1回

北野 清市(
清市(一清)
一清)

テーマ「万緑の称名寺界隈」

Ｈ19 年 6 月 7 日。晴れ時々曇り。10 時京急

た。

金沢文庫駅集合。宝蔵院・熊野神社・金沢園・

「寺社を巡る会」は、今回から年末までの計

薬王寺・称名寺 (昼食)・金沢文庫の順に廻っ

７回、わたし達の“終の栖”である金沢区内の
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寺社を巡る探訪計画を策定した。従って、タイ

緑陰の
緑陰の風には風
には風の通り径

トルも「俳句寺社めぐり」から,「金沢俳句寺

十薬の
十薬の匂ひ仄かや金沢園
かや金沢園

社めぐり」に改めた。

本堂に
2 句）
本堂に曼荼羅図あり
曼荼羅図あり早苗月
あり早苗月（薬王寺
早苗月
散ることは生
ることは生き切ることと沙羅
ることと沙羅の
沙羅の寺

この初日･････期待も大きく、胸を膨ませな
がら、そのスタートを切ったのである。幸い午

参道に桜桃の
5 句）
桜桃の実や仁王門（称名寺
仁王門

後から雷雨注意報も発令されていたが、恰好の

新樹山文庫
新樹山文庫をい
山文庫をいだ
をいだき寺を抱き

吟行日和であった。しかも探訪先の県立金沢文

萍や亀首出せ
亀首出せる阿字ヶ
阿字ヶ池

庫では、特別展：〈金沢文庫の仏像〉展を開催

緑陰を
緑陰を濃く薄くして雲
くして雲流る

中であった。わけても、特別公開：運慶作の大

実時の墓へ一声ほ
一声ほととぎ
ととぎす

威徳明王坐像は、その納入文書が新発見された

－花白－
花白－花錆色泰山木
錆色泰山木（金沢文庫 3 句）

矢先の見学であった。

剥落の
剥落の運慶坐像梅
運慶坐像梅雨近し
雨近し

《北野

にこやかな釈迦
にこやかな釈迦立
釈迦立像や館薄暑
館薄暑

一清詠》

片陰や
片陰や網をつくらふ柴
をつくらふ柴の浜（宝蔵院 2 句）
一湾に
一湾に漁港向き
漁港向き合ふ濃紫陽花
社へは南風
2 句）
へは南風の
南風の女坂登りけり
女坂登りけり（熊野神社
りけり

第２回

テーマ「龍華寺界隈梅雨の街」

Ｈ19 年 7 月 5 日。晴れ時々曇り。10 時京急

星祭り
星祭りおいでお
いでおいでと町
いでと町屋かな

文庫駅集合。寺前八幡神社・伝心寺・安立寺・

青葉風町屋
青葉風町屋寺町寺社多
寺町寺社多し

龍華寺（昼食）・洲崎神社・天然寺・町屋神社

安立寺新盆近
立寺新盆近き
盆近き読経かな
読経かな

の順に巡る。

片蔭をぬいぬい訪ぬ寺社巡
寺社巡り

昨夜は梅雨の雷が轟き、大雨に見舞われたが、

龍華寺
龍華寺の大鬼瓦風青
大鬼瓦風青し
風青し

今日は早朝から梅雨の晴れ間となる。探訪場所

路地暮らしして星祭
らしして星祭る
星祭る洲崎かな
洲崎かな

は、区役所周辺の寺前・町屋・洲崎・平潟のい

夏祭り近き社や産土神（洲崎神社）
土神

わゆる街中。7 日の七夕、15 日前後の新盆や

玫瑰や
玫瑰や今は街なか天
なか天然寺

地域の夏祭りを予感する巷間であった。

結界をくぐれ
結界をくぐれば
をくぐれば祠黒揚羽（町屋神社）
祠黒揚羽

《北野

一清詠》

梅雨晴れや
雨晴れや三十
れや三十ヶ
三十ヶ寺の金沢区
金沢区
寺町に
寺町に旧りし社
りし社や夏木立（寺前八幡）
木立
町内に
町内に祭提灯連なれり
提灯連なれり
伝心寺
伝心寺釈迦牟尼仏やさるす
釈迦牟尼仏やさるすべ
やさるすべり(伝心寺 2 句)
梅雨晴れ
雨晴れ間反りし
間反りし甍
りし甍に「三ッ鱗」
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中山道六十九次紀行（
中山道六十九次紀行（その６
その６）
真田 雅行

＜望月宿―
望月宿―芦田宿―
芦田宿―長久保宿―
長久保宿―和田宿―
和田宿―（和田峠）
和田峠）―下諏訪宿―
下諏訪宿―塩尻宿＞
塩尻宿＞
（５５ｋｍ）
５５ｋｍ）
望月宿に着いたのが日曜日の夕方で飛び込

ース、これまで出会った旧道の松並木道で最も

みだったため、旅籠での夕食が間に合わなかっ

印象に残るものだ。

たが、最近出来た洋食レストランが一軒だけ開

「長久保宿
長久保宿」は八ヶ岳連峰を望む高原の
L
長久保宿

いていると聞いて訪れた。古道の面影が色濃く

字型の宿場。上田方面への分岐点且つ笠取峠と

残る望月宿には不似合いだったが、あか抜けし

次の和田峠への登り口だったことから人馬の

た雰囲気でワインと洋食を満喫した。

往来が多かったが、今は静まり返っている。
武田信玄は信濃侵攻の際、この長久保宿を通

中山道はこの辺から蓼科北麓に入るが、左右
を丘陵に挟まれた美しい田園風景が続く。

り大門街道を進んだ。

途中、旧道が狭すぎるために新設道路が迂回

さて、中山道はここから次第に山間の道にな

したお蔭で、白壁の堀、土蔵の家並み、酒蔵な

り、山の中に吸い込まれるように続いているが、

どがそっくり残っている間（あい）の宿・「茂

新道がいくつも出来て旧道との見分けがつき

田井」を通過した。

にくい。このため和田峠への分岐「大和橋」を

造り酒屋のしるしである杉の葉を毬形にし

通り越して５ｋｍも別の道に入り込んでしま

た酒林（さかばやし）を吊るした白壁の家が並

った。“おかしいな”と思いつゝ、疲れて道端

ぶ風景に往年の中山道を偲びつつ、次の「芦田
芦田

でガックリしていると、農夫が近づいてきて道

宿」を抜けて緩い山道をしばらく行くと、「笠

が違うことが判明した。しかし、この親切な農

取峠」の手前に名物の８００ｍもの松並木路に

夫は車でここを通りかかった女性の同僚に途

出くわした。江戸初期に幕府が小諸藩に植えさ

中まで乗せてやってくれるよう頼んでくれた。

せたもので、よく整備された路傍に石仏なども

その上女性は「大和橋」まで送るサービスまで

たたずみ、車も通らないため歩くには絶好のコ

してくれた。
“おばさんの名前は聞かないけど、
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今日お世話になったことは一生忘れないよ。本

泊もさせた程で、今もその東餅屋跡、西餅屋跡

当に助かったよ。有難うね。”と思わず頭を下

が残っている。
雑草で塞がれた狭くて古い峠道をかき分け

げた。これが田舎の良さだなあとつくづく思っ

てやっとのことで古峠の山頂に出て、御岳山遥

た。
足にマメが出来て歩くのが辛かったが、この

拝所跡と苔むした石碑の傍で感激のにぎりめ

親切に勇気付けられて残り５ｋｍ歩き、やっと

しで昼食をとった後、石がゴロゴロして足場の

の思いで無事「和田宿
和田宿」
和田宿 についた時は夕方７時。

悪い急坂を下った。結局、出口の「西の力餅茶

一軒しかない旧名主屋敷「本亭旅館」に事情を

屋跡」を過ぎ、国道に出るまでに出合った人は

話したら、快く泊めてくれた。都会ではもうこ

ゼロ。そこから下諏訪までは、道が立ち消えに

うした心を打つ話は期待出来なくなったと思

なったりして危険な旧道を避けたが、この途中

う分、一層有難かった。風呂場とトイレは今風

に幕末、武田耕雲斉に率いられた水戸の天狗党

に改築され清潔だったし、それ以外は昔ながら

が上京の際、松本藩兵と激戦を交えた跡があっ

の名主屋敷のまま。宿のおかみに“横浜から中

た。

山道の旅を続けている。”といったら、
“時々そ

行けども尽きない道を十数キロとぼとぼ歩

ういう方が泊る。明日は峠越えで途中何も無い

き続け、諏訪大社の「御柱祭の木落し坂」まで

から。”と翌朝にぎりめしを用意してくれた。

たどり着いた時はさすがに足が棒になり、限界

今日はいろいろうれしいことが重なり、明日へ

を感じて今日はここで打ち切りにした。
「下諏訪宿
下諏訪宿」
下諏訪宿 は甲州街道との分岐点、諏訪大

の希望が湧いた。よく眠れた。
明けて「和田峠越え」。標高１５３１ｍ、下

社下社春宮と秋宮があり温泉地でもあったの

諏訪宿まで２２ｋｍの長丁場で途中に人家は

で、往年の旅人が峠越えの疲れを癒す格好の宿

ない。この峠は先史時代から鏃（やじり）など

場町であったという。

石器の材料だった「黒曜石」の産地である。日

数日後再び下諏訪からスタート。諏訪下社参

本各地の遺跡からここの黒曜石が発見されて

拝後、道に迷いながら今井集落を抜けて「塩尻

いるから、大昔から多くの人々がこの難所を越

峠」への登りにかかり、ふと振り返ると眼下に

えていたことがわかる。途中で「石採取禁止」

諏訪湖を、そのまた向こうに八ヶ岳の峰と南ア

の立て札をよく見かけた。

ルプスが連なっていた。意外に急坂で、あえぎ

評判通り旧道入口からして雑草の多い坂道

ながら峠に出て、奥にある高台から塩尻側では

で歩きにくく、昔から旅人泣かせの厳しい峠と

乗鞍・穂高の山々をしばし拝み、下って静かで

して何回もつくりかえられたらしい。しかし厳

風格のある柿沢集落を過ぎると、車往来の激し

寒期はもとより雨の季節には疲れと寒さで行

い「塩尻宿
塩尻宿」である。
塩尻宿

き倒れになる旅人も出たという。そこで冬期に
は難儀を軽減するため、幕府は「永代人馬施行
所」を設けて粥や焚火を施したり、峠を挟んで
東西の出口に力餅茶屋を設け、餅を売らせ、宿
14

金沢の
金沢の石塔
伊澤 尚
本稿は「かねざわの歴史事典」編集の過程で、本文での文字による説明に加えて図による
説明が必須な事項の一つとして、その付録ページに掲載すべくまとめたものである。しかし、
全体とのバランスやページ数の制約で、事典にはそのエッセンスのみしか掲載できなかった。
まとめた内容はわが街かなざわの歴史を学ぶ会員の皆様に参考となるもので、編集委員の間で
留めておくのはもったいなく、今回その全文を会報に掲載し会員全体で共有することにした。
とはいえ、仏教には門外漢であり、菩提寺がある訳でもない者が、事典編集の短い時間の中で
知りえた事項をまとめものであるため、多々間違いがあるのではとの危惧がある。この分野に
詳しい会員には是非追加の説明・修正をお願いしたい。

はじめに
じめに

部はインドのストゥーパの基本形態を踏襲

まず、主に寺院に置かれている石塔について

している。三重塔、五重塔など奇数階。実際

述べる。この場合の「塔」とは、仏教発祥のイ

に目にするものでは、三重塔では薬師寺、五

ンドで仏舎利（釈迦牟尼の遺骨）を収めるため

重塔では法隆寺、室生寺など。木造建築であ

に造られたストゥーパ(Stupa)を起源とする。

るが、矢張り本来墓として機能していたもの

漢字ではで卒塔婆と表され、その一字をとり、

と考えてよい。
この種類の塔は金沢区内には現存しない。

「塔」となった。そのストゥーパのなごりが多
層塔などの最上層の上に立つ相輪に見られる。
仏舎利納骨のために造られたことから、「塔」
の起源は墓であり、原則的には寺院内にある石
塔の大半は墓と考えてよい。
上記の「塔」は、欧米で言う“tower”とは
異なる。“tower”タワーは尖塔、高い建築物を
指し、墓とは無関係である。つぎにこの意味の
石塔について述べる。

Ⅰ 墓としての石塔
としての石塔
1．多重塔・多層塔（
層塔（層塔）
層塔）
（１） 多重塔（図１）
日本では木造建築の仏塔として最も馴染
み深い。楼閣の上に相輪が乗っており、最上

図
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１

名寺にある金沢貞顕、顕時、審海の塔。やや小

（２） 多層塔（図２）
三・七・九・十三重塔がある。偶数のもの

ぶりの太寧寺の源範頼の塔。新しいものとして

はない。多層塔は大抵の寺院にあるが、大概

は朝比奈バス停近くの上総介の塔。伝心寺には

は墓域内にあるよりは本堂やその寺院の主

北条氏繁の塔。白山道トンネル近くの畠山六郎

屋の近くに置かれている例が多い。不敬であ

重保とされる塔。また米倉家の墓地の塔。その

ることを承知で述べれば、多層塔を装飾的に

他、歴史上に名を知られる人ばかりでなく、無

庭内に飾っている屋敷もある。石造塔が多い。

名の人の五輪塔を多数見ることができる。

金沢区内には龍華寺、染王寺、禅林寺、そ
の他に見られる。

図
図

３

３．宝篋印塔（図４）
宝篋印塔

２

中世以降、主に石造塔に用いられた形式。こ

２．五輪塔（図３）
五輪塔
密教において創始された塔形。地・水・火・

の名称は内部に『宝篋印陀羅尼経』を納めたこ

風・空の五大を表す。各部に梵字を刻むものが

とに由来する。多くの墓塔または供養塔として

ある。五大とは宇宙全体・自然界そのものを表

造立され、一般には陀羅尼とは無関係となった。

すと同時に人間の五体を表現している。六番目

典型的な形式では、基礎は方形で、四隅に飾

には識が加わる。これは五輪塔の塔自体をもっ

（耳・耳飾・突起ともいう)を立てる。四隅の

て表現している。五輪塔の形は下より方形・球

飾は時代と共に変化。当初は真直ぐ立ち上がっ

形・三角形・半球形・団形(宝珠)の五部を積み

ていたが、現在に近いほど反りかえってくる

上げている。本来、五輪塔の正面は無く、全て

（図５）。この塔の特徴に四方梵字がある。塔

が正面とされる。

身の四面にそれぞれ仏を表現する梵字を刻む。

金沢区内ではいずれの寺院でもこの塔が見

よって四方向とも正面となる。大きさも種々あ

られる。大きさ、形などは色々であるが、その

り、５ｍを越すものから５０cm 程のものまであ

意図することは同じである。大きい五輪塔は称

る。
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図

５

の宝篋印塔。慶珊寺には豊島明重の塔。泥牛庵
には海老名尾張入道の塔など。その他、金沢区
内の寺院にはいくつもの宝篋印塔を見ること
ができる。

４、宝塔・
宝塔・多宝塔
（１）宝塔（図６）
基壇と基礎が方形であり、その上に軸部と首
部からなる塔身（水平断面が円形）を置き、方
形の笠を載せ、頂上に相輪を立てた単層の塔で
ある。笠の上に立つ相輪は露盤・伏鉢・請花・
図

４

九輪・請花・宝珠から成るのが正式。はじめは

金沢区内で著名なものは、称名寺の金銅装宝

多宝塔と称した。この塔は金沢区内には見られ

篋印塔(重文)。この金銅装宝篋印塔は木製であ

ない。

る。上行寺内にある石造の牛馬六畜宝篋印塔

（２）多宝塔（図７）

(市文化財)。その他、米倉藩の地域内には小型

日本独自の形
式の塔。水平断面
が下重方形・上重
円形(屋根は方形)
の二重塔。水平断
面が円形の一重塔
すなわち宝塔に方
も こし

形の裳 階 を付けた
ものと解されるが、
かつては宝塔も多
宝塔と称しており、
両塔を形式上区別
していない。多宝
塔はあまり多くは
造られていない。
図

６

図
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７

５．卵塔 (無縫塔)
無縫塔) （図８）

状あるいは角柱の塔身を置き、その上に笠をの

水平断面が八角形または六角形の基礎、竿、

せ、頂上に宝珠または相輪を立てた塔。後の板

中台からなる台座の上に卵形の塔身を置き、屋

碑の原型となる塔で、平安後期に始まり、鎌倉

根は設けない。一塊の石だけが塔身をなす。塔

後期には多く造られた。塔身には仏像・種子・
名号・題目などを彫り、主に
供養塔として用いられた。当
初は追善供養や逆修供養を
目的として造られた

７．板碑 (板塔婆)
板塔婆)（図１０）
｢板碑」は五輪塔を簡素化
したものと考えられる。本来、
供養のために建立した塔婆
の一種。当初は関東秩父地方
産出の緑泥片岩を用いて板
状に造られている。板碑の形
の起源については諸説があ
図

８

り、定説はない。鎌倉・室町

身が卵形で、縫い目が無いことから卵塔・無縫

時代の武士の興

塔と呼ばれるが、正式には卵形の仏塔を台石の

隆と共に発展し

上に置いたものを「卵塔」、台石の上に蓮弁或

た。一般的には

いは柱を載せたものを「無縫塔」と呼ぶ。この

石の頭部を山形

塔は、宋で流行したものが鎌倉時代に禅宗の僧

に造り、その下

によって持ち込まれた。はじめは禅宗の高僧の

に二段の切込み

墓塔として発達

と額部をつくる。

した。その後、

その下に像容・

各宗派の僧侶の

種子・題目・銘

墓塔として用い

文などを刻んだ

られた。

細長い板状の身

金沢区内にも

部をつけ、さら

多く見られ、禅

に身部の下に根

僧などの墓、と

部をもったごく

くに住職の墓に

簡単な造りをし

多く見られる。

ている。関東秩

図

１０

父地方で多く造られたが、その後全国に広まっ
６ ． 笠塔婆（図
笠塔婆

た。阿弥陀如来像あるいは阿弥陀三尊像が彫ら

９）

れているものが多い。

基礎の上に板

図

９

秩父地方産出の緑泥片岩を用いた板碑は、光
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伝寺など金沢区内の寺院でも見られる。

が彫られることもある。猿田彦神は道祖神とし
ても信仰されるため、庚申信仰が道祖神信仰と
も結びつくことになった。さらに仏教では、庚

Ⅱ その他の石塔・
石塔・石造物

申の本尊は青面金剛とされるため、青面金剛が
彫られることもある。庚申塔は朝比奈切通入り

１．石幢（図１１）
石幢

口や谷津保育園付近、夏山の上り口など、旧道

仏像や教えを書き、供養した石造の幢。本来

沿い等に見られ、金沢区の各所にある。

本尊の前に置かれる幢が、石造のため、本堂前
３．石灯籠

に設置。『単制』のものと『重制』のものがあ

寺院、神社に設置されることが多い。また、

る。金沢区では未踏査のため所在については不

庭園などにも置かれる。金沢区内でも色々な所

明であるが、現存しないものと推察される。

で見ることができる。中でも瀬戸神
社の石灯籠が有名。拝殿に向かい右
側は寛文 3 年(1663)に久世大和守
源広之による奉納、左側は享保 6 年
(1721)米倉藩主忠仰による奉納の
灯籠である。

４．六地蔵
仏教で六道にあって衆生の苦し
みを救う 6 体の地蔵菩薩像。六地蔵
が見られるのは、墓地の入り口が圧
倒的に多い。これから六道に旅立つ
単制

死者を守るためと考えられる。街道
図

１１

重制

にも置かれ、旅人の安全祈願に役立
てたものと考えられる。金沢区内の街道筋では

２．庚申塔（
庚申塔（庚申供養塔）
庚申供養塔）

釜利谷赤坂近くに、また釜利谷北谷バス停側に

かのえさる

庚申とは干支に基づく信仰で、庚 申 の日に行

ある。また、称名寺赤門の左前方向の道灌畑、

われる行事に発している。元々は道教の三尸説

京急富岡駅から国道 16 号線に出た近くにある。

さんし

に基づく陰陽道系の信仰であった。｢庚申塔」
は道祖神や塞の神と同様に路傍に建てられ、主

５．道祖神

要道路の分かれ道や街道沿い、村はずれに様々

丸石・陰陽石・男女 2 体の石像などを神体と
さえ

な形をした庚申塔を見ることができる。塚の上

する。悪霊や疫病などを防ぐ神。別称は障の神。

に建てることから庚申塚ともいう。庚申塔に彫

悪霊が侵入するのを防ぎ、通行人や村人を災難

られる神像、文字などはさまざまである。申は

から守るため、村境、峠や辻などに祀られる。

干支で猿に例えられるから、「見ざる、言わざ

金沢区内では見かけることが少ない。

る、聞かざる」の三猿を彫ったものがある。庚
申の祭神が神道では猿田彦神とされ、猿田彦神
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2007 年 11 月までの予定

学習会
学習会

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

懐かしの
映 画 を
観 る 会

浮
雲
俳 句 会

９月
9 月 8 日（土）9：30
金沢地区センター
金沢と大橋新太郎
9 月 6 日（木）
集合：10:00 金沢文庫駅
テーマ：金沢・釜利谷地区
行動：太寧寺～能見堂跡～
正法院～手子神社他
9 月 6 日（木）
大塔宮護良親王令旨ほか
9 月 27 日（木）
江戸城内襲撃殺人書付
（板倉修理切腹事件）
9 月 20 日(木)
群馬
⑮榛名山へのみち
⑯榛名から水沢へのみち
（雨天時 9/21or11/29）

１０月
10 月 19 日（金）10：00
能見台～金沢文庫
旧軍需工場ﾍﾞﾙﾄ地帯と今
10 月 4 日（木）
集合：10:00 神明前バス停
テーマ：釜利谷地区
行動：金蔵院～満蔵院～禅
林寺～東光禅寺他
10 月 11 日（木）
上杉謙信願文ほか
10 月 25 日（木）
江戸城内襲撃殺人書付
（板倉修理切腹事件）
10 月 18 日(木)
群馬
④小梨峠から牛伏山への
みち
（雨天時 11/29）

9 月 3 日(月)12：15
哀愁 （米） 野菊の如き
君なりき(松竹)
9 月 10 日(月)12：15
追想
(米)
９月３０日(日) 9：30
金沢地区センター
2 階中会議室
テーマ：秋の月を詠む
（仲秋を代表する月に親
しむ）

10 月 8 日(月)12：15
欲望という名の電車(米)
10 月 22 日(月)12：15
十二人の怒れる男 (米)

１１月
11 月 10 日（土）9：30
能見台地区センター
鎌倉北条政権の歴史
11 月 1 日（木）
集合：10:00 金沢八景駅
テーマ：六浦地区（Ⅰ）
行動：瀬戸神社～金龍院～
染王寺～稲荷神社他
11 月 8 日（木）
小田原北条氏五代の書状
11 月 22 日（木）
江戸城内襲撃殺人書付
（板倉修理切腹事件）
11 月 15 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 11/16or11/29）
11 月 12 日(月)12：15
砂の器
（松竹）
11 月 26 日(月)12：15
おとうと
(大映)

10 月 28 日(日)
11 月 25 日(日) 9：30
富岡並木地区センター
金沢地区センター
2 階研修室
2 階中会議室
第 8 回金沢区民俳句大会吟
テーマ：猿を詠む
行会に参加
（当季の猿に思いを馳せ
る）

連絡先：学習
学習会
学習会 771-4393(岡本)、
古文書を
古文書を読む会 784-3420(岡田)
懐かしの映画
かしの映画を
映画を観る会 701-1606(佐藤)

寺社を
寺社を巡る会 772-5610(内田)
ふれあいの道
ふれあいの道歩こう会 783-4539(宮原)
浮雲俳句会 774-3878(北野)

編集後記 ・今年前半は自然災害の多い半年でした。
せめてこれからは平穏に過ぎて欲しいと念じます。
・今回も会員諸氏からたくさんの寄稿をいただきまし
た。会報が“わ”の会の活動の一方の担い手として、
あるいは情報交換、交流の場として活用されているこ
とを嬉しく思います。巻頭には 3 年有余の労力の結晶
「かねざわの歴史事典」の発刊についてと題して岡本
代表から、また分科会だよりには「浮雲俳句会」と「古
文書を読む会」から充実した旺盛な活動内容の一端を
．．．．
ご報告頂きました。会員からの力作寄稿とも併せて、
ご一読ください。（伊）
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