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１８

2008 年５月までの予定

哲)

2008 年度学習会のご
年度学習会のご案内
のご案内
皆様のご期待に応えられるような来年度の

金沢文庫展示関連講座については、８月に開

学習会を種々検討いたしました。その結果、

催の予定です。
探訪

アンケートでのご希望が多かった先生方にお

かつて豊かな海産物を生み出して

願いすることが中心となる計画になりました。

いた金沢地先埋め立て地には、今、数多くの

是非ご参加下さるようお願い申し上げます。

工場が建ち並んでおります。埋め立てから工
場群の成り立ちや現在の状況等について講座

第 1 回は、昨年ご病気のため予定の

と実地見学により学習していただきます。な

講座が開けませんでした横浜市歴史博物館斉

お、探訪は、工場の稼働日に合わせるため１

藤司先生にお願いすることにいたしました。

０月２４日(金)となっておりますので開催日

横浜開港資料館の西川先生はおなじみの方で、

並びに集合場所をお間違えなきようご注意下

軽妙な話し方で金沢の漁業と回船業について

さい。

講座

語っていただきます。金沢ご在住の元東京大

総会と
総会と第１回学習会

学教授の山中裕先生には、金沢八景と能見堂
について、街の先生金子昇氏には緑豊かな金

第１回学習会の当日は学習会に先立ち総会

沢に生きる木々や植物についてお話しいただ

を開催します。９時１０分から開始しますの

きます。中世の金沢の洲崎町や町屋町につい

で当日の受付は早めに(9:00~9:05)お済ませ

ては盛本先生にお願いいたしました。恒例の

下さるようお願いいたします。

№
１

２
３
４
５
６

７

日

時

場

所

講

師

金沢地区
センター
能見台地区
センター
県立金沢文庫
会議室
金沢地区
センター
金沢産業振興
１０月２４日（金
金）
センターおよ
10：00～17：00
び周辺工場

“わ”の会代表、他
横浜市歴史博物館
学芸員 斉藤
司氏
元東京大学教授
山中
裕氏
街の先生（自然観察）
金子
昇氏
県立金沢文庫
学芸員
郷土史研究家
盛本 昌広氏
全国みなと会
事務局長 田中 常義氏
および探訪実行委員会

１１月１５日（土） 能見台地区
9：30～12：00
センター

横浜開港資料館
調査研究員 西川 武臣氏

５月１７日（土） 能見台地区
9：10～12：00
センター
６月１４日（土）
9：30～12：00
７月１２日（土）
9：30～12：00
８月９日（土）
9：30～12：00
９月１３日（土）
9：30～12：00
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テ

ー

マ

総会
ビットル・ペリ－来航時に
於ける武州金沢藩の対応
金沢八景と能見堂
金沢の木々や植物につい
て
文庫展示関連講義と見学
中世の洲崎・町屋について
[講義(午前)と探訪(午後)]
金沢の水辺の移り変わり
金沢の漁業と回船業
－幕末から明治－

10 周年記念事業
周年記念事業提案
事業提案募集
提案募集の
募集の結果と
結果と今後
⑨『かねざわの歴史事典』のＨＰでの公開

来たる 20 年度は会創設 10 周年にあたります
ので記念になるような事業をと考え、皆様から

⑩会則の改定

のご提案を募りました。その結果、25 件と多

⑪ＮＰＯ法人資格取得

数の提案をいただきました。感謝申し上げます。

⑫北条政治の参考書作成

25 件には類似なものが多数あり、それらを

このようにご提案の内容は多岐にわたりま

まとめて整理しますと次のようになりました。

すが、記念事業に相応しく且つ会の発展向上に

①『かねざわの歴史事典』追補刊行

つながるような企画をしたく思っております。

②「10 年の歩み」(会員の声も含む)刊行

今後は、経費、能力、準備の問題などの検討を

③講演会(演芸・アトラクション・パネルディ

加え、取捨選択を行い、実施に移してまいりた

スカッション・パーティー等を含む)

く思います。

④金沢の地域史の刊行

20 年度で完結するものや数年を掛けて完成

⑤遺跡のリストアップ・史跡表示板の設置

するものまで色々あります。着手の節は会員の

⑥能見堂跡地整備と案内板設置

皆様の総合力をもって展開したいと思います

⑦金沢の歴史学び塾(学校への出張授業)

ので、是非全員のご協力をいただきたくお願い

⑧「金沢八景」知名度アップ向上プラン

申し上げます。

『かねざわの歴史事典
かねざわの歴史事典』
歴史事典』その後
その後の動向
小学校の
小学校の先生や
先生や大学生からの
大学生からの問合
からの問合せ
問合せ

昨年の『かねざわの歴史事典』発刊後、金沢

事典を

文庫の先生や会員から誤りの指摘・増補改定の

ご覧になった小学校の副校長先生から最近整

助言などを頂戴しました。また、小学校の先生

備された校内の「歴史資料室」へのご招待があ

や大学生から関連の問合せなどがありました。

り、3 名の編集委員が訪問してきました。また、

これらを受けて、歴史事典編集委員会ではつぎ

大学生から事典を見ての問合せがあり、熊谷副

のような対応と検討をしてきました。

委員長が知見をまとめて返信しました。その返

誤 り 訂正

信全文は本会報のｐ.１５～１７の通りです。

熊谷副委員長をはじめ、委員の

面々で全体の見直しを行いました。その結果、

増補改定版
増補改定版の計画

単純な入力ミスも含めて１９０項目について

2 次世界大戦後の項目、対象期間でも割愛した

要修正個所が見つかり、当該項目について訂正

項目、費用の都合などで見送った図表などを追

版を作成しました。その部分を印刷し、５月の

加した増補改定版の編集・発行計画が 10 周年

第１回学習会で配布いたします。

記念事業の一つとして検討に上っております。
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当初から対象外とした第

分科会『
』新設
分科会『パソコンを使いこなす会』
メンバー募集開始
メンバー募集開始
メールで連絡を取りあったり、インターネ

志が講師になって、メール、インターネット、

ットで情報を検索したり、文書を作成したりし

文書作成、表計算、写真画像加工等を教え合い、

ている折りに、パソコンの予期しない応答や、

トラブルの解決を図ってゆく予定です。

トラブルに見まわれたことがありませんか。
こんな問題を持ち寄って解決する場を作る

メンバー募集
メンバー募集

ために、分科会発足前の助走として、メールア

申込み
申込み：電話

701-9775（林）またはメール

kanazawa_wanokai@infoseek.jp

ドレスを登録の会員を対象にお困りをお持ち
の方々に集まって頂き、
「プレ分科会」
（2 月 12

会 費：入会時 1000 円(用紙代等)。その後は

日（火）、区民活動センター）を開催しました。

不足発生ごとに追加徴収。
第１回分科会

このプレ分科会での経験を基に新しい分科
会「パソコンを使いこなす会」が発足します。

日 時：3 月 20 日(木)10：00～12：00

毎月１、２回、区民活動センター会議室等にご

場 所：区民活動センター会議室

自分のノートパソコンをご持参頂いて、会員有

フォーラムＫＡＮＡＺＡＷＡ
フォーラムＫＡＮＡＺＡＷＡのご
ＫＡＮＡＺＡＷＡのご案内
のご案内
3 月９日(日)10：
)10：00～
00～ 能見台地区センター
能見台地区センター
本年の「フォーラム KANAZAWA」は３
３月９ 仕組みを紹介し、いろいろな立場で学習活動に参
日(日
日)に能見台地区センターで開催されます。新

加している人が体験談を披露します。また、Ｑ＆

しい学習の場を求めている方、学習団体の設立や

Ａの時間もあります。

運営に参加したい方、街の先生になりたい方など、
“わ”の会

是非ともお出かけ下さい。

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。
主体は例年通りの街の先

また、他の学習団体や街の先生の代表者と共に

生と生涯学習団体が個別に行う活動内容の紹介

フォーラムの全体企画･パンフレット作成などの

です。今年は、区役所が展示に参加します。

事前準備、当日の会場設営の力仕事など、裏方と

展示・
展示・実演・体験

しても参加しています。
キラッと
キラッ と ランド(あそびの
ランド あそびの宝島
あそびの 宝島)
宝島

街の先生が

共同して、子供とともにママ･パパ･バーバ・ジー
ジが一緒に楽しめ、相談できるランドを開設しま
す。

詳細

「フォーラム KANAZAWA」
」のパンフ

レットまたは区役所
区役所の
レット
区役所のホームページ
http://www.city.yokohama.jp/me/kanazawa/
12kurashi/10_7.html

情報交流のひろば
情報交流のひろば

区役所が学習活動支援の
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をご覧下さい。

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６回学習会「
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」
2007 年 10 月 19 日

○

講師：探訪実行委員会

小俣

悦男

氏

他

出席者：69 名

（56%）

地元の旧軍需工場について新しい

知見を得た。
○

太寧寺住職の法話と住職のご好意

で本尊を拝観でき、感激した。
○

東急車輛工場を見学でき、車輛製造

は手作業が多いことを知った。
○

東急車輛工場が旧海軍施設をその

まま利用しており、印象深かった。
○

探訪委員の熱心な事前研究のお陰

で、資料が素晴らしかった。
○

金沢区の入り海があった頃の地図や写真をもっと詳しく知りたい。

○

探訪講座として、東急車輛のような横浜・横須賀の工場見学を希望する。

第７回学習会「
回学習会「鎌倉北条政権の
鎌倉北条政権の歴史」
歴史」
2007 年 11 月 10 日

講師：鎌倉国宝館

担当係長

内田

浩史

○

政治の流れが良く分る最高の講義で、感激した。

○

古代～中世の歴史観が自分の中で鮮明になった。

○

鎌倉幕府開府の年代が、1192 年より 1183 年が相応しいとの説

氏

は印象的。
○

鎌倉幕府の本質を学問的・体系的に講義頂き、良く理解できた。

○

執権政治と得宗専制との関係・相違点を詳しく知りたい。

○

鎌倉幕府と室町幕府の政権維持の長さの違いの理由を詳しく

知りたい。
○

引き続き後編を聴きたい。

5

出席者：95 名 （77%）

「
“わ”の会」に入会して
入会して
山田 務
平成 18 年 1 月、40 余年の会社勤務を終え、

まい。今になって後悔しても遅いが、先輩が言

いよいよ待望の悠々自適の生活が待っている

っていた「ヘソクリを持て」という言葉は、名

筈だった。ところが、無計画・無趣味の人間に

言であった。そもそも、諸悪の根源は明朗会計

とっていざ自由の身になると、何をするか分か

にならざるを得なかった「給料の銀行振り込み

らなく途方に暮れてしまったのである。

制度」であり、チョットした配当や手当の余禄

また、家庭においても「長いお勤めを終えた

が消滅し、「ヘソクリ」の機会が失われたこと

のだから、当分ゆっくりしなさいよ」との甘い

である。かえすがえすも、誠に残念である。

言葉にすぐ騙され、「半年」と思った当分が、

それにしても、原資提供者を忘れ、自分の管

僅か 3 日間であったとは全く予知出来なかっ

理する通帳に入金されたものは、個人財産であ

た。会社勤めは全うしたした筈なのに、家庭内

るとの考えは如何なものか？まるで、国民の血

に恐ろしい上司＝絶対君主が存在していよう

税を各省庁に無分別に配分する財務省ではな

とは･･･

いか。増税議論の前に、先ず自らの身を正し反

起きている間中ピッタリとマークされ、よく

省すべきではないか、機能してない無駄な独立

次から次へと思いつくものだと思う文句を聞

法人はどんどん廃止しろ･･･（どう見ても、負

かされ、一言口を挟もうものなら、何十年前の

け犬の遠吠え、八つ当たりであることを認めた

ことまで執念深くぶり返されることになる。

い。）

馬耳東風と聞き流していると、「真剣に聞い

これではいかんと発奮し、日課としての早朝

てない」と、更に文句の連鎖が始まる始末であ

散歩及び金沢周辺散歩、図書館通い、県・市・

る。そこで、途中で「ソウ」
・
「ハイ」等の合い

大学の単発講座受講、ご当地検定の受検等を行

の手を入れ、問題が過去に遡った場合は「記憶

いました。しかし､個人の散歩及び単発講座受

にございません」と答弁することにしている。

講では系統的知識が得られないこと、検定試験

困ったのは、「目障りだ・うっとうしい・ウ

のマークシート方式の薄色マーク輪郭が老眼

ザッタイ」のお言葉に対する対処方法である。

には明確でなく、不利であることが判明した。

要は、「何処かに出掛けろ。外出せよ」とのご

今年に入り、たまたま目にしたのが、“わ”

命令だが、通勤定期が無い現在、意外と交通費

の会の会員募集案内チラシである。先ず注目し

が重荷になり、弁当代・コーヒー代等の必要経

たのは、“わ”の会のネーミングである。歴史

費が認められない現状では、なかなかご意向に

学習会ならばと、大和の“わ”、倭人の“わ”、

沿うことが出来ないのであります。

埴輪の“わ”、草鞋の“わ”を予測したが、後

わらじ

この原因は、年金生活開始とともに 1/3 に大

日、前三者は正解であり、更に二つの“わ”が

幅減額された小遣い額にあるとは、ご存知ある

あることを知った。
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そう言えば、金沢区民として 30 年以上経過

日本最古の木造両部鳥居と石反り橋、一重切

しているにもかかわらず、ただ宿泊地としてい

妻造りの拝殿、流れ造りの本殿。拝殿及び本殿

ただけで、全くと言うほど区の歴史に関心を持

共に間口十一間と長大であり、檜皮葺き屋根に

たなかったことを猛省し、“わ”の会に入会す

覆われ、晩秋の中で落ち着いた雰囲気を醸し出

ることにした。

しており、感動を覚えた。

更に、入会後の初回講座前の総会で「寺社を

また、観光コースから外れているのか他の観

巡る会」という分科会があることを知り、早速

光客も殆ど見られず、観光化・俗化とは全く異

これにも入会した。寺社巡りの第１回探訪で、

なり、むしろ寂れた外観は、歴史の重みを充分

称名寺の次の子の権現社の草鞋を見て、予測し

感じさせられ、これぞ我々が求める史跡である

た草鞋の“わ”も決して間違いでなく、先ず歩

と実感した。宮内及び特別に宝物殿も開錠して

き、疲れた足でその場に立ち、その場を五感で

案内し、バスを見送って頂いた素朴な人柄の宮

感じることが、地元歴史学習の王道であると思

司さんに感謝すると共に、何とかこのままの姿

い至り、自分勝手に自信を深めた。

を維持して頂きたいと切に要望したい。私にと

ともかく、足腰の丈夫のうちはしっかりと歩

っては、是非再度訪れたい歴史学習ポイントの

き、書物と講座だけでは得られない何かを掴も

一つに加えた。
最後に、「寺社を巡る会」、「懐かしの映画を

うと決心した次第である。
さて、「寺社を巡る会」の特別探訪、11 月

観る会」の分科会活動での対話の“話”を通じ、

16 日曇天の日、「甲州武田信玄の史跡を訪ね

新入会員を暖かく迎え入れたくれた諸先輩に

る」に参加し、窪八幡神社→恵林寺→甲斐善光

御礼申し上げると共に、素敵な仲間に出逢え、

寺→武田神社→風林火山博巡りを行った。唯一

やっと私の地域デビューが果たせた記念すべ

つチャンネル権を与えられた、現在放映中のＮ

き年となったことを深謝致します。有り難うご

ＨＫ大河ドラマ「風林火山」の故郷を訪ねた中

ざいました。

で、恵林寺の庭園、甲斐善光寺のお戒壇廻りも
良かったが、何と言っても最も印象に残ったの
は最初に訪れた「窪八幡神社」である。

「かねざわの歴史事典
かねざわの歴史事典」
歴史事典」から
【金沢三山】
金沢三山】かなざわさんざん

【金沢四石】
金沢四石】かなざわしせき

称名寺裏山の金沢山(海抜 72m)から東へ連

称名寺境内の阿字ヶ池の中にある美女石、

び じ ょ いし

うばいし

なる稲荷山(海抜 53m)､日向山(海抜 38m)の

姥石の 2 石と琵琶島神社にある福石及び金

三山をいう。この三山の稜線の南側が称名
龍禅院境内の飛石の４石をいう。江戸時代、

寺の国指定史跡の領域になっている。かつ

金沢八景と共に有名になった。殆どの案内

てこの三山には道に沿って百観音が奉配

書に登場し、多くの絵図にも描かれている。

されていたが、現在は金沢山の一画に集め

称名寺の 2 石の内の姥石は現存しない。

られている。
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古文書解読は
古文書解読は謎解き
謎解きゲーム
井上 雄二
古文書のくずし字解読は、謎解きであり、推

くずし字一字を読み解こうとするとき、過去

理だと実感している。実際、古文書は楷書体の

の学習経験、その文書の全体の流れ、そのくず

文庫本を読むようにはいかない。

し字の前後（例えば二つの漢字の術語であれば

アガサ・クリスティ描くところの、名探偵エ

両方で推理する）などを手懸りにするが、それ

ルキュール・ポワロは、「灰色の脳細胞」を駆

でもわからない場合、その漢字を分解し、扁

使し、１００％、真犯人を突き止めるが、古稀

（例・糸へん）、旁（例・ 隹 ）、冠 (例・ 竹 )

を迎える硬直し、疲れ切った脳細胞の持主では、

などから類推し、容疑者を絞り込んでいくのだ

犯人捜しは大変、厳しい。

が、これが又、一癖も二癖もあって一筋縄では

へん

いと

古文書は個性的筆跡、漢字・変体仮名・平仮

つくり

ふるとり

かんむり

たけかんむり

いかず、更に、一字と思って頭をひねっている

名の入り乱れ、濁点なしなどの連続だ。くずし

と、実は２字であったり、又、その逆もあり、

字一字の解読を、犯人捜査に例えると

こうなると暗中模索・頭マッシロ、ますます、

（１） 真犯人を挙げた（解読できた）４０％

攻めきれないことが多い。情けないやら、貴重

（２） 容疑者をあげたが、犯人と断定できず

な文書を記録した昔の人々には、何とも申し訳

（解読不能）２０％

ない思いもある。

（３） 犯人を誤り、寃罪を引起こす（間違っ

やはり、日頃から継続的に古文書に触れ、馴

た解読）２０％

れることが一番と自答しているが、それができ

（４） 容疑者の目星もつかず、迷宮入り（解

れば天下太平。月２回の学習会に備えて一夜漬

読不良）２０％

の予習だけでは、「喉元すぎれば熱さ忘れる」
の繰り返しで、毎回ゼロ出発に等しく、折角の

となる。
要するに、くずし字１００字について、６０

講師の指導もあらばこそ、前記の如き不成績で

字は解読未了、ないしは解読不能ということで、

ある。

これが私の３年間の学習成績であり、明らかに

それでも月に何日か、年寄りの脳ミソを働か

探偵失格である。ちなみに６０字の不明くずし

そうとすることが、ボケ防止とまではいわない

字は、学習会当日、講師の解説で、
「なるほど」

が、ボケの進行を遅らせるのに、多少なりとも

となる。

寄与していると、慰めの思いと共に、信じたい。
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「寺社を
寺社を巡る会」特別バス
特別バス探訪
バス探訪

「甲州に
甲州に武田信玄の
武田信玄の史跡を
史跡を訪ねる」
ねる」
文

松本 和俊

11 月 16 日(金)、午前７時 25 分、定刻より 5

写真

池谷 春夫

苦しみ、悲しみが感じられる。

分早く、34 名の仲間を乗せたバスは、金沢文

さて、最初の訪問地は、山梨市の「窪八幡神

庫駅西口を出発した。このバスは、「寺社を巡

社」である。境内の駐車場の入口が狭くて、バ

る会」が、甲斐路に「武田信玄公の史跡を訪ね

スの運転手さんが駐車に難渋していると宮司

る」もので、２月の「中伊豆の史跡」探訪に続

さんが出てきて、別の駐車場へ案内してくれた。

く第２回目の特別探訪である。

そして、親切にも宮司さんから神社の案内をし

探訪先については、会員によるアンケートの

て頂けることになった。

結果、ＮＨＫの大河ドラマ「風林火山」の舞台

この八幡神社は、貞観１年(859)、八幡神社

となった甲斐路探訪が、「川越の寺社巡り」を

の総本家である九州の宇佐八幡宮より勧請し

僅差でおさえて決定したものである。

たもので、元々は笛吹川の中洲にあったものを、

バスは港南台インターから横浜・横須賀道路、

後に現在の窪の地に移し「窪八幡」と呼ばれる

東名高速道路を経て、御殿場インターで一般道

ようになったという。武田信虎、信玄の手厚い

路に降り、東富士五湖道路で甲斐の国に入った。

保護を受けている。

河口湖インターで中央高速道路の支線に
入り、勝沼インターで降りた。バスの中で
は、世話人から清和源氏の流れと甲斐武田
氏との関係および武田三代(信玄の父・信虎、
信玄、信玄の子・勝頼)ならびに探訪する寺
社についての説明が行われた。
甲斐武田氏は、信虎が甲斐の国を統一し、
信玄は「風林火山」の旗指物の下、戦国時
代最強の軍団を作り上げ、天下統一のため
上洛の途上、病死。子の勝頼が後を継ぐが、
窪八幡神社 拝殿

織田・徳川連合軍に敗れ、武田氏は実質的
に滅亡する。勝頼は、武田氏を滅亡させた凡将

本殿は、桧皮葺きの十一間社流造で、応神天

のようにいわれるが、父・信玄が落とせなかっ

皇(中殿)、仲哀天皇(北殿)、神功皇后(南殿)を祀

た「高天神城」を落とすなど武勲も立てている。

っている。三間社流造の三社の間に一間をおい

しかし、父があまりに偉大であったため無理を

て横に連結しており、十一間の形になっている。

したのではあるまいか。偉大な父をもった男の

わが国に現存する最大の流造本殿といわれ、国
の重要文化財に指定されている。
9

本殿手前の拝殿も十一間社流造で、これも重

涼し」の偈を唱え、端然として火中に寂したこ

要文化財である。このほか、摂社若宮八幡神社

とは有名である。

本殿・拝殿、末社高良神社本殿、神門附石橋、

境内には、武田信玄公の墓のほか、江戸時代

鳥居など、いずれも国の重要文化財に指定され

にこの寺を修繕した老中・柳沢吉保夫妻の墓、

ている。木造の鳥居は天文９年(1540)に建てら

江戸時代末期に私たちの住む金沢の領主にな

れたもので、厳島神社、春日大社のものととも

った米倉家の先祖の墓もある。米倉家は、元々

に日本三大木造鳥居といわれ、木造として現存

は武田家の家臣であったが、武田氏滅亡後、多

するものとしては最古のものという。山梨県に

くの武田氏の遺臣とともに徳川家康に召抱え

ある室町時代の神社建築物で国の重要文化財

られたもので、武田氏と金沢とが繋がりのある

に指定されているものの半数がここにあると

ことを知った。再建された楼門の四脚門は重要

のことである。
これらの文化財は、以前は国宝に指定されて
いるものもあったが、昭和 24 年(1949)の指定
替えにより重要文化財に格下げになったと、宮
司さんは残念そうに話しておられた。宝物館も
見せていただいた。
この神社は通常のバスツアーでは訪れるこ
とがほとんどなく、今回の探訪の最大の成果で
あると思った。
ついで、甲州市の恵林寺前の「信玄館」で昼
食となった。メニューには当然ながら甲州名物
の「ほうとう」が入っている。軽くのどを湿ら
せようと日本酒を注文すると、これも地元の名
酒「笹一」である。まさに、甲州のご馳走であ
る。

恵林寺 武田信玄公の
武田信玄公の墓

身も心も温かくなったところで、「恵林寺」
を訪れる。この寺は元徳２年(1330)、夢窓疎石

文化財。夢窓疎石作といわれる庭園も見事なも

の開山によるもので、疎石は、鎌倉の瑞泉寺や

のであった。

京都の天龍寺など多くの寺を開山した名僧で

武田氏は勝頼の時に実質的には滅亡したの

ある。後に、武田信玄が深く帰依し、永禄７年

であるが、信玄の次男・竜芳は目が不自由であ

(1564)、快川紹喜(かいせん

ったため、生き残り、江戸時代には高家・武田

しょうき)を招き、

菩提寺とした。武田氏滅亡の時、武田の遺臣が

氏として存続し、その子孫は現存しているとい

この寺に潜伏しているとして織田信長勢に攻

う。人間、何が幸いするか分からないもので、

められた際、快川住持は楼門に登り「安禅必ず

「万事、塞翁が馬」ということであろう。高家

しも山水を須いず、心頭を滅却すれば火も自ら

とは、幕府の儀式、典礼を司る家で、赤穂事件
10

の吉良家が有名である。

たくさんの絵馬がかかっていたが、なんと読む

次いで、「甲斐善光寺」に行く。この寺は、

のか分からない名前やふり仮名がついていて

武田信玄が上杉謙信との川中島の合戦で、近く

も、どうしてそう読むのか分からないものが多

の信濃善光寺が兵火にかかるのをおそれ、本尊

かった。この子たちは一生、名前の説明に苦労

などを当地に移して建立したもので、山門とと

するのではないかと、余計な心配をしたのは、

もに国の重要文化財である本堂は規模も大き

私が年をとったせいかもしれない。

く、木造建築物としては東日本で最大級のもの

丁度、山梨県庁そばで「風林火山博覧会」が

という。本尊などは、その後、信濃に返された

開催されていたので、見学。こじんまりとした

とのこと。

ものであったが、よく纏まっており、本日、探

本堂へ参拝の後、お戒壇巡りを行う。本堂床

訪してきたものへの理解が深まった。

下の真っ暗な中を手探りで進む。途中にある錠

最後に、甲州といえば忘れてならないのが、

前に触ると本尊と結縁したことになるという

ワイン。勝沼のワイナリー「白百合醸造」を訪

由来は、信濃の善光寺と同じである。日頃、灯

れた。工場見学をさらっとすませ、お待ちかね

りのある世界で暮らしていると暗黒の世界の

の試飲。赤、白、ロゼ、ブランディー、辛口、

なんと不気味なことか。また、本堂内陣の屋根

甘口など、いろいろなものを少しずついただい

は吊天井になっており、下で手を叩くと共鳴が

き、探訪を締め括った。

起きる、いわゆる「鳴き龍」で、規模としては

帰りのバスの中では、内田代表による「千の

日本一である。皆、手を打って確認していた。
次は、「武田神社」である。この神社の歴史

風になって」の歌唱指導があった後、新民謡「武
田節」を合唱して、甲州を後にした。

は浅く、大正 4 年(1915)、大正天皇即位に際し、
信玄公に従三位追贈が奉告されたのを契機に、

帰路も順調で、定刻 30 分前の午後８時に無
事、金沢文庫駅西口に到着した。

信玄公の遺徳を慕う県民により武田神社創建

盛りだくさんで、大変内容の充実した探訪で

の気運が高まり、大正８年(1919)に社殿が完成

あった。唯一、残念だったのは、富士山の五合

した。以来、信玄公を祭神とする「甲斐の国の

目から上が雲に隠れていて、その秀麗な姿が望

総鎮護」して県民の崇敬を集めており、初詣の

めなかったことである。バスガイドさんの説明

人も県下最多とのこと。

によると、富士山に祀られている浅間神社の祭

この神社は、武田信虎が石和からこの地に武

神である「木花咲耶姫命(このはなさくやひ

田氏の館を移した「躑躅ヶ崎(つつじがさき)の

め)」は美人を見ると恥ずかしくて、顔を隠す

館」跡に建てられている。幅の狭い堀と小さな

ため富士山頂が見えなくなるとのこと。そうい

石を組み上げた低い石垣に囲まれており、「人

えば、私たちのバスの前方座席は、女性の指定

は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、あだは

席になっており、バスのフロントガラスを通し

敵なり」と言った信玄公の統治のさまが偲ばれ

て女神がご覧になったのであろう。今後、富士

た。

山周辺を探訪する時は、バスの座席配置に一考

境内の楓が真っ赤に色づき、燃えるようであ

を要すると感じた。

った。境内に、わが子の健やかな成長を願って、
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金沢俳句 寺社めぐり
寺社めぐり（
めぐり（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)

北日本からは雪の便りも聞かれるが、太平洋側

テーマ「瀬戸･野島の晩秋」

でも雪の降る季節を迎えた。
Ｈ19 年 11 月 1 日。晴れ後曇り。10 時、京
急金沢八景駅集合。瀬戸神社・姫小島・琵琶島･

浮雲の
浮雲の動き止めたる冬日和
めたる冬日和

九覧亭・金龍禅院・染王寺・野島稲荷神社・野

石蕗や
石蕗や猫塚招く
猫塚招く千光寺

島公園の順に辿る。

冬紅葉弥陀三尊の
2 句）
冬紅葉弥陀三尊の阿弥陀堂（宝樹院
阿弥陀堂

11 月のスタート。霜月でもある。午後から

寺領には
寺領には「
には「小泉家」
小泉家」の墓冬木立

雨の予報であったが、概ね「小春日和」の絶好

みはるかす朝比奈
みはるかす朝比奈の
朝比奈の山小春空(六浦地区ｾﾝﾀｰ)
山小春空

の吟行日和であった。

本堂を
本堂を覆ふ柏槙冬ぬくし
柏槙冬ぬくし（光伝寺）
ぬくし
冬椿三百年のかたちかな
冬椿三百年のかたちかな（長生寺）
のかたちかな

この宮
この宮へ幾度尋ねし
幾度尋ねし暮
ねし暮れの秋
れの秋（瀬戸神社 4 句）

大空より
2 句）
大空より銀杏散
より銀杏散りくる
銀杏散りくる上行寺
りくる上行寺（上行寺
上行寺

箒目の
箒目の今朝の
今朝の深さや落葉径
さや落葉径

冬日燃
冬日燃ゆつはものどものやぐらかな

銀杏のころりと
銀杏のころりと拝殿明
のころりと拝殿明りかな
拝殿明りかな
木の実降る
実降る音に高さのありにけり

《あとがき》
この『俳句寺社めぐり』は、平成 15 年 6 月

小春日や
小春日や「姫小島の
姫小島の松」あをあをと
福石や
福石や開運願ふ
開運願ふ雁渡し
雁渡し（琵琶島 2 句）

にスタートし、平成 19 年 12 月までの 4 年半

平潟の
平潟の海が蒼くて菊日和
くて菊日和

の記録である。振り返れば、鎌倉の 147 ケ所・

八景も
八景も富士も
富士も一望秋惜しむ
一望秋惜しむ（九覧亭）
しむ

湘南の 10 ケ所・三浦半島の 84 ケ所・それに

曼荼羅の
曼荼羅の仏の数や竜の玉（金龍禅院)

地元わが金沢区の 47 ケ所。計 288 ケ所の寺社

狛犬の
狛犬の本堂護る
本堂護る時雨寺（染王寺）
時雨寺

や史蹟を毎月 1 回探訪した。そしてトータル

金沢の
金沢の三大稲荷鵙高音（野島稲荷神社）
三大稲荷鵙高音

560 句を 18 回にわたり、
『会報』に登載頂いた

野島なる
野島なる小字
なる小字の
小字の秋を惜しみけり(野島公園)
しみけり

のである。この間、多くの方々から絶大なご声
援を賜り、続けてこられ感謝しております。
この『俳句寺社めぐり』のシリーズは、今回

第７回

で一応ピリオッドとさせて頂き、今後は「浮雲

テーマ「師走の六浦方面」

俳句会」のコーナーから会員の方々と交流させ
Ｈ19 年 12 月 6 日。晴。10 時、京急六浦駅

て頂く積もりであります。
長い間有難うございました。

集合。千光寺・宝樹院・六浦地区センター（
昼食）・光伝寺・長生寺・上行寺の順に探訪。
既に師走。明日は 24 節気の 1 つ“大雪”。
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《完》

中山道六十九次紀行（
中山道六十九次紀行（その８
その８）
真田 雅行

＜福島宿―
福島宿―上松宿―
上松宿―須原宿―
須原宿―野尻宿―
野尻宿―三留野宿―
三留野宿―妻籠宿―
妻籠宿―馬籠宿＞
馬籠宿＞
（５４ｋｍ）
５４ｋｍ）
「福島宿
福島宿」の代々の代官・山村氏の屋敷は木
福島宿

小学校入口の島崎藤村文学碑を過ぎると、次

曽川を挟んで関所の反対側にあり、復元・公開

の「須原宿」への途中に、木曽八景の奇岩の景

されている。尾張藩管轄下の身分ながら半ば独

勝地「寝覚の床」と「小野の滝」がある。前者

立していただけあって想像以上の威容で、代官

は紅葉の「臨川寺」境内からの崖下の眺めに往

屋敷側に武家屋敷、木曽川を挟んだ反対側に町

年の面影が残るが、後者は喧騒の国道１９号線

人屋敷や関所があった。

に面し、しかも滝の上の頭上を中央本線の線路

ここから「上松宿」（あげまつ）までは１０

が走っていて、往年の滝に打たれる修行僧や滝

ｋｍ。中山道は中央本線のすぐ脇を歩いたり、

壷から流れる小川に架かった土橋、といった昔

道が途絶えているため旧中央本線のトンネル

の中山道のイメージはなかった。

や民家の脇道を通り抜けたり、かと思うと木の

「須原宿
須原宿」
須原宿 は近くに迫る山々からの雪解け水

香りが漂う森林の細道に出たり、往年は難所だ

が豊かで、道沿いに檜を刳りぬいた共同水槽

ったが今は舗装された木曽川縁（べり）の桟（か

「水舟」がいくつもある静かで美しい宿だ。水

けはし）を渡ったりして、なかなか変化に富ん

はそのまま飲めてうまく、これを利用した酒造

でいて飽きない。

りも行われている。我々は正岡子規の和歌を刻

これからのコースが木曽路のハイライトと

んだ須原宿石碑が立つ水舟前で休息した後、向

いわれているので、より期待が高まる。今回は

いにある元庄屋兼問屋で、今は酒屋の脇本陣

“わ”の会のメンバーである小俣・太田（吉）・

「西村家」で地酒を買った。宿泊は、予定して

相川（勲）の三氏の参加を得て、先ずは「上松
上松

いた老舗の旅籠が時代の移り変わりで閉鎖さ

宿」はずれの十王橋から三泊四日の旅をスター

れたため、木曽川対岸の民宿に泊った。
翌朝、宿はずれの木曽三大寺の一つで重文の

トした。
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「定勝寺」に立寄り、桃山時代そのままの山

て「三留野宿
三留野宿」に入ったが、往年の栄えた面影
三留野宿

門・本堂・庫裏を鑑賞した。その後、しばらく

は薄れている。

行くと、京都の清水寺舞台のような山の中腹の

三留野の JR 南木曾（なぎそ）駅を過ぎると、

懸崖造りの御堂「岩屋馬頭観音」が目前に現わ

木曽路は初めて木曽川と分れて山路に入る。こ

れ、少し歩いて参拝した。

こからは「歴史の散歩道」としてよく整備保存

画家・英泉はこの手前にあった有名な「伊那

されていた。

川橋遠景」の反橋（そりばし）を画いているが、

よく整えられた石畳の緩い上り坂と上久保

今は何の変哲もない石橋になっていた。が、こ

の一里塚を過ぎれば、今回の旅のハイライト、

こからの岩屋観音堂の遠景は美しかった。

島崎藤村の「妻籠宿」「馬籠宿」の匂いが漂い

次の「野尻宿
野尻宿」
野尻宿 は「七曲がり宿」とも呼ばれ、

はじめ、ようやく妻籠宿
妻籠宿に着く。
そこは国の重
妻籠宿

江戸幕府が外敵を防ぐために道を七ヶ所も左

要建築物保存地区に指定されただけあってよ

右にくねくね曲げてつくらせた宿場町で、檜の

く復元保存され、「奈良井宿」や東海道の「関

産地として今も JR 野尻駅構内の貯木場に高々

宿」同様、江戸時代後期の宿場の様子をよく伝

と積み上げられていた。

えている。

さて、木曽路は往年難所の連続だったが、中

ここは伊那路への追分、光徳寺の門前町とし

でもこの野尻宿―三留野（みどの）宿間の１０

て賑わったが、今日も本陣・脇本陣・旅籠その

ｋｍが最大の難所だったといわれる。このため

他見るべき所が多く、日中は観光客でごった返

木曽川に迫る断崖絶壁に、棚のように設けられ

していた。
我々は江戸時代の旅籠「松代屋」に泊った。

た危険な桟（かけはし＝懸橋）があちこちにあ
ったが、現在は立派に開発舗装されて当時の険
しい面影は全くなくなっていた。
我々はここから中山道を少しそれて、山奥の
景勝地「柿其（かきぞれ）渓谷」に入り、柿其
川の秋の渓谷美を愛でた後、近くで地面を掘

江戸時
江戸時代の旅籠「松代屋」
代屋」の前で
翌朝誰もいない宿場を歩き、もう一度宿の雰囲
気を味わった。近くの本陣は、「夜明け前」の
主人公“青山半蔵”の奥方“お民”
（藤村の母）
の実家である。
「柿其（
柿其（かきぞれ）
かきぞれ）渓谷」
渓谷」入口にて
入口にて

妻籠を出、馬籠への途中に重厚で大きな民家

ったら温泉が湧き出たという温泉民宿に泊っ

が並ぶ「大妻籠集落」を抜け、更に木曾五木の

た。

持ち出しを厳しく監視した尾張藩の「一石栃白

翌朝、山中から再び木曽川に出、途中「読書」

木改番所跡」を通り、宮本武蔵の舞台となった
「男滝」「女滝」を見て、坂を登りきると「馬

（よみかき）という面白い名のトンネルを抜け
14

籠峠」に出た。峠茶屋があり、長野県と岐阜県

半蔵も

の県境の標識が目についた。次の宿の馬籠が最

お 民 も

近岐阜県中津川市と合併したためここが県境

我々が歩

となっていた。妻籠との間をこの馬籠峠が遮っ

いてきた

馬籠住民は岐阜県入りを望んだ

この妻籠

ているので
ようである。

－馬籠間

峠を下れば木曽路最後の「馬
馬籠宿」
籠宿 。島崎藤

８ｋｍを

村はこの馬籠本陣に生まれ、故郷を出てついに

自分達の

馬籠へ戻らなかったが、木曽を忘れず木曽を書

道のよう

き続けた。「夜明け前」の舞台となった馬籠宿

に往来し

の高台からの恵那山の勇姿と秋の馬籠の風景

た。

馬 籠宿 の 外 れに 立 つ 木 曽路

本陣跡に藤村記念館がある。馬籠は水が溝を

はすばらしく、今も念頭から離れない。「夜明
け前」の一節“お民、来て御覧。恵那山がよく

勢いよく流れる坂の町である。

見えるよ。妻籠はどうかねえ”。

鎌倉鶴岡八幡宮と
鎌倉鶴岡八幡宮と金沢
熊谷 哲
昨年 12 月 3 日､市大の学生から『ゼミで｢横浜･金沢区と鎌倉幕府との関わり｣というテーマで発
表することになり、｢かねざわの歴史事典｣を読んでいます｡｢鶴岡八幡宮と金沢区との接点｣は無い
でしょうか』との質問がありました。以下は不充分乍ら､それへの参考として送った文章です。

S.M.様
様

治的･軍事的･経済的に重要な拠点だったこと
H19-12-7 “わ”の会

熊谷

が中世金沢の根幹です。対中国貿易と房総･北
関東･奥州支配の拠点でした。それらの理解の

お問合せ頂いた件についてお知らせします。

ために先ず第一に金沢の歴史を概観すること

S.M.様のテーマが余りにも雄大且つ立派な

をお奨めします｡次の文献をご覧下さい。
金沢区役所発行『図説かなざわの歴史』･『金

ので､六浦･金沢(現在のほぼ金沢区)のことを
少々申上げておきます。

沢ところどころ』、佐野大和『瀬戸神社』､松尾

｢横浜･金沢区と鎌倉幕府との関わり｣は､正

『中世都市鎌倉を歩く』(中公新書)など。市大

に｢中世の六浦･金沢の歴史｣そのものです。六

図書館･金沢図書館･金沢文庫図書閲覧室にあ

浦が大型船用の湊の無い鎌倉の外港として､政

る｡金沢文庫の西岡学芸課長殿は金沢の中世史
15

の第一人者｡聞けば色々教えてくれる｡

に改めた｡

また､中世金沢と鎌倉をキーワード的に示せ

花翁山慶珊寺

ば、①源頼義(鶴岡八幡宮)―義家(杉田八幡神

本尊

真言宗御室派

大日如来(創建当初は不動明王。慶長

社)、②源頼朝―貞暁(じょうぎょう)―北条政子、

４年=1599 頃､名主の大胡家が大日如来を奉

③北条義時―白山道(しらやまみち)―称名寺(金

献)

沢北条氏)、④北条泰時―朝比奈―六浦津―瀬

創建

戸橋―金沢北条氏、⑤鎌倉公方―上杉氏他、な

の時代

ど。
さて､｢鎌倉鶴岡八幡宮と金沢｣については､

寛永１年(1624)､徳川第２代将軍秀忠

開基

豊島刑部明重

開山

伝栄法印(龍華寺歴代５世､慶珊寺開

直接の関連は少なくて､次の 3 件程度でしょう。

山の前､慶長１８年(1613)から寶龍寺に入って

① 顕弁(1269～？)は金沢北条氏の顕時の庶子

いた)

(貞顕の異母兄)で､鶴岡八幡宮の別当を勤めた

この寺は､この地富岡の領主豊島刑部明重が､

(『金沢ところどころ』p42､『かねざわの歴史

目付役に任ぜられたのを機会に､父母の供養の

事典』p41､付 p9 などを参照)。

為に建立したもので､山号は父の法名｢花翁常

② 慶珊寺にある客仏 2 点は明治初期の神仏分

蓮大居士｣から､寺号は母の法名｢瑚琳慶珊大

離令･廃仏毀釈の際､鶴岡八幡宮寺(明治初期ま

姉｣からとった｡明重は極めて孝心の篤い人だ

では寺だった)から移された仏像で､十一面観

ったことがうかがわれる｡

音半跏像(像高 41cm､神奈川県指定重要文化

豊島明重は､１６歳から徳川家康､秀忠､家光

財)と愛染明王坐像(像高 54cm)で､寺宝となっ

に仕えた誠忠の人だったという｡寛永５年

ている｡廃仏毀釈の際､八幡宮寺から多くの仏

(1628)､江戸城中で､老中井上正就殺害という

像や典籍が失われたと云われている。

刃傷事件を起こし､お家断絶となった。豊島明

③ 源頼義が鎌倉に岩清水八幡宮を勧請して鶴

重父子の供養塔は裏山の墓地にある。此の後､

岡八幡宮を創建した時､その子の義家は杉田に

富岡の領主になった八木但馬守宗直も豊島明

同様に八幡神社を創建した｡頼朝が鎌倉入りし

重同様善政をしき､当寺を手厚く保護した｡

た際､杉田八幡神社に寺領を寄進し､久良岐郡

本尊の大日如来は天保９年(1838) ､鎌倉の

(金沢も久良岐郡の一部)の総社としたといわ

仏師三橋永助作。寺宝として､脇仏の愛染明王

れる。

坐像(南北朝から室町時代の作､明治の廃仏毀

参考までに慶珊寺と杉田八幡神社について

釈時に鎌倉から来られた客仏)。豊島明重､継重

の解説文を紹介します｡この文章は“わ”の会

及び母の木像三体、県の重要文化財の十一面観

の会員が寺社に参拝した時に､作成配布したも

音半跏像(明治の廃仏毀釈時に鎌倉から来られ

のです。

た客仏)、大般若経 600 巻(明治の廃仏毀釈時に

慶珊寺

富岡八幡宮から移された)などがある。

当寺は元は今よりも海岸寄りにあったが､波

江戸末期から明治の初めにかけて､横浜に居

で次第に打崩されたので､何時の頃か､今の所

留の異人達の遠出の範囲だった為に､彼らが訪

に移った｡その頃(新編武蔵風土記稿の表現)は､

れてくることが多く､その中に､ローマ字で有

不動院寶龍寺といい､高野山の末であった｡後､

名なヘボン博士がいた｡彼が慶珊寺に滞在した

龍源寺(今の龍華寺)の末となり､寺号を慶珊寺

ときに掲げたという門札が本堂の柱に架かっ
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ている。ヘボン博士は保健の為に滞留して､付

方に気に入られ､娘婿に迎えられた｡これによ

近の人に塩湯治(海水浴)を奨励した｡ここ富岡

って源氏は鎌倉に拠点を手に入れることにな

が日本の海水浴発祥の地と言っていい。

った｡直方の娘との間に生まれたのが義家であ

杉田八幡神社

る｡頼義は相模守として地盤を築いてゆく。
前 九 年 の 役 ( 永 正 ６ 年 =1051 ～ 康 平 ５ 年

三段の石段を上がると神明造りの花崗岩の
鳥居があり､神域である。数々の石造物がある。

=1062)には､命ぜられて､源頼義と義家の父子

後ろの山は妙観寺山と云い､此の宮の旧社地で

は､東国の武力を結集して奥州に出陣し､時に

ある。この宮は康平６年(1063)８月､八幡太郎

は苦戦をしながらも､奥州平定を成し遂げる。

源義家が石清水八幡宮を勧請し､創建した千年

頼義は､この戦陣をとおし関東の武将の心を

近い歴史のある古い神社で､今は杉田町の鎮守

つかんだ｡この絆を暖め､源氏の足跡を留めて

として崇められている｡神体は 8 寸 5 分ほどの

おきたいと考えた。父子が遠い新任地に赴任す

法体姿の坐像で右手に軍扇を持つと｢新編武蔵

る前に､源氏の氏神八幡宮を残そうと思いいた

風土記稿｣にある｡

った｡康平６年(1063)８月､父頼義は鎌倉由比

鎌倉時代末には東漸寺がこの宮の別当職と

ケ浜近くに､子義家は杉田に､石清水八幡宮を

なったが､後､隣に東漸寺末の妙観音寺ができ

勧請した。杉田を選んだのは､南武蔵の平野を

別当職を継いだ｡江戸時代になり､領主間宮氏

控え､房総を間近にした､軍事的･交通的･地形

がこの寺を改宗して日蓮宗の妙観寺とした｡将

的な配慮であろう。

軍吉宗の頃､間宮家断絶(跡継ぎがいなかった)

頼朝は治承４年(1180) ､鎌倉に入るとすぐ

の為､宮も寺も衰退した｡明治の神仏分離令を

浜の八幡宮を遥拝し､現在の鶴岡八幡宮の舞殿

受け､明治６年(1873)､八幡宮を八幡神社と改

あたりに移し祀った｡また将軍になった建久３

称し､妙観寺を廃絶した。

年(1192)には､鎌倉と杉田への先祖の布石に感
謝の誠を捧げ､当社には社領を寄進し､久良岐

現社殿は昭和４３年に改築された。｢間宮山
妙観寺跡｣碑が跡地の杉田幼稚園の園庭にある。

郡の総社と定めた。

義家の
義家の八幡宮創建の
八幡宮創建の歴史的背景と
歴史的背景と頼朝

境内の
境内の石造物ほか
石造物ほか

平安時代に平将門の乱(天慶２･３年=939･

・石鳥居(上述)と玉垣：昭和４４年建立､明治

940)を鎮圧したのが平貞盛(高望王の孫)らで

百年記念

あり､それ以前からも関東はほぼ平氏が支配し

・手水鉢：文化２年(1805)､古い形の貴重な水

ていた｡上総で平忠常が反乱を起こした時(長

鉢

元１年=1028)､平氏の動きが鈍かったので､朝

・和風こま犬：元禄５年(1692) 妙観寺住職が

廷は甲斐守の源頼信に討伐を命じた｡頼信が子

奉納､ユーモラスな珍しい形､口をあいている

の頼義と下向して上総に向かおうとしたが､忠

｢あ｣は右､口を結んでいる｢ん｣は左､市の登録

常は自ら甲斐に行き降参した(のちこの一族は

文化財

頼信の家人となり､千葉氏として栄え､後年頼

・石灯篭：右は嘉永５年(1852)､左は明治１０

朝挙兵の際活躍した)。源頼信につくことを嫌

年(1877)の奉納

う坂東平氏の一派は関西へ移った(清盛をうむ

･ほかに獅子狛１対､２～３の石碑、また境内に

伊勢平氏もその流れである)。頼義はこの下向

杉田稲荷社がある
以上

の際､鎌倉で､この地に勢力を持っていた平直
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2008 年 5 月までの予定

注：表中の「 CC 」は、「 地区センター 」の略

３月
学習会

寺 社 を
巡 る 会

古文書を
古文書を
読 む 会

ふれあい
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

－
3 月 6 日(木)
集合：10:00 鎌倉駅東口
ﾃｰﾏ：鎌倉三十三観音(Ⅱ）
行動：宝戒寺～妙隆寺～
大巧寺～本覚寺他
3 月 13 日(木)金沢公会堂
寺沢流手本
3 月 27 日(木)金沢公会堂
横浜雑記
3 月 20 日(木)
千葉 ⑧桜をめでるみち
(雨天：3 月 21 日(金)）

3 月 10 日(月)金沢 CC
真昼の決闘
（米）
3 月 24 日(月)金沢 CC
駅馬車
（米）
死刑台のエレベーター
（仏）
3 月 30 日(日) 金沢 CC
9：30～
テーマ：牛を詠む
(中春の牛の動静を写生)

４月

５月
5 月 17 日(土) 能見台 CC
9:10 総会 9:30 学習会：ビ
－
ットル･ペリー来航時に於け
る武州金沢藩の対応
5 月 1 日(木)
4 月 3 日(木)
集合：10:00 鎌倉駅東口
集合：10:00 鎌倉駅東口
ﾃｰﾏ：鎌倉三十三観音（Ⅲ） ﾃｰﾏ：鎌倉三十三観音（Ⅴ）
行動：妙本寺～教恩寺～大宝 行動：延命寺～本興寺～妙法
寺～上行寺他
寺～安国論寺他
4 月 10 日(木) 金沢公会堂 5 月 8 日(木) 金沢公会堂
改革組合村々取締議定書付
改革組合村々取締議定書付
4 月 24 日(木) 金沢公会堂 5 月 22 日(木) 金沢公会堂
横浜雑記
横浜雑記
4 月 17 日(木)－18 日(金)
群馬 ⑰しぶかわのみち
⑱たかやま高原牧場
のみち
⑲子持山若人のみち
（雨天：5 月 29,30 日）

5 月 15 日(木)－16 日(金)
群馬⑳いにしえの文化の道
21 カラマツと熊笹の道
○
22 ツツジのみち
○
23 山里いでゆのみち
○
24 赤城南面陽光のみち
○
（雨天：5 月 29,30 日）
4 月 14 日(月)金沢 CC
5 月 12 日(月)金沢 CC
凱旋門
（米）
シエルブールの雨傘（仏）
4 月 21 日(月)能見台 CC
5 月 26 日(月)金沢 CC
ローマの休日
（米）
おしゃれ泥棒
（米）
4 月 28 日(月)金沢 CC
瀬戸内少年野球団 （日）
4 月 27 日(日)
5 月 25 日(日) 金沢 CC
9:30～ 《 吟 行 会 》
9：30～
晩春の金沢区を探訪、
テーマ：馬を詠む
作句の上、句会を開催
(初夏の活発な馬を透写)

連絡先：学
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
かしの映画を観る会 701-1606(佐藤)

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

編集後記 ・｢金沢俳句 寺社めぐり｣が最終回となりま
した。北野氏には連続 18 回の寄稿頂き、厚く御礼申
し上げます。当初、「俳句は縦書き」のご注文を頂き
ましたが、横書き掲載の横車を押し通すなど、いろい
ろな編集の都合を聞いていただきました。大いに感謝
を表します。氏は連載途中から、分科会｢浮雲俳句会｣
を立ち上げ、会員の俳句指導に当たられております。
・熊谷氏の寄稿は、｢かねざわの歴史事典｣が取り持つ
縁で、ある大学生宛に｢金沢の歴史｣を解説した書簡の
紹介です。このように別の機会にまとめられた歴史研
究も歓迎致します。日頃の勉強意欲を高め、成果を共
有すべく、皆様の寄稿を宜しくお願いします。 (岩)
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