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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    岡本茂男岡本茂男岡本茂男岡本茂男    
    

                                         

例年より早い桜の開花で華やかな春を迎え

ましたが、会員の皆様方には益々ご健勝のこと

とお喜び申し上げます。“わ”の会にとって、

今年は創立１０周年の年となります。皆様から

記念となる事業についてご意見・ご提案をいた

だきましたが、慎重に検討の結果、4 事業を採

用し、実行に移したいと考えております。 

 

昨年度昨年度昨年度昨年度のののの活動活動活動活動についてについてについてについて 

学習会 

第 1 回学習会では斉藤先生が都合で井上先

生に変更となりましたが、他は予定通り開催で

きました。各回とも講演には深い感銘を受けら

れたことがアンケートからも窺え、代表と致し

ましてもホッといたしております。 

『かねざわの歴史事典』刊行 

“わ”の会創立 5 周年記念として計画いたし

ました『かねざわの歴史事典』の刊行が多くの

会員や編集委員のご尽力により出来上がり、６

月に会員の皆様に配布いたしました。同時に学

校・図書館・各関係機関にも贈呈しましたが、

贈呈先の多くの方々からお褒めの言葉をいた

だきました。この快挙に対し皆様に心からお喜

びを申し上げたいと思います。 

分科会活動 

各分科会とも活発かつ盛大に活動の場を広

げ、企画・実行とその実を十分に上げておりま

す。さらに、今回 6 番目の分科会として「パソ

コンを使いこなす会」が発足し、船出をいたし

ました。 

対外活動 

・生涯学習交流会（フォーラム KANAZAWA） 

金沢区役所地域振興課のご指導により毎年

開催しているフォーラム KANAZAWA も年々

内容も充実してまいりましたが、今年も３月９

日に能見台地区センターにおいて開催されま

した。“わ”の会ブースにも多くの区民が訪れ、

会の活動等について問い合わせがあり、ＰＲが

出来たと思います。 

・横浜郷土史団体連絡協議会 

横浜郷土史団体連絡協議会も創立後３年目

を迎え、ますます活動の場を広げております。

連絡協議会主催の研修会が５回開催されまし

たが、当会からの参加者も多く、効果を上げて

おります。また、他の加盟団体が主催する行事

にも当会から多くの方が参加されました。 

その他 

探訪等での使用を目的に、寺社を巡る会と共

同で“わ”の会の小旗を作成し、10月の探訪でお

披露目をしました。 

 

新年度新年度新年度新年度のののの活動活動活動活動についてについてについてについて 

学習会 

例年のように多くの先生方にご登壇をいた

だきます。昨年の講演が中止となりました横浜

市歴史博物館の斉藤先生には「ペリー来航時の

金沢藩の対応」を、また地元金沢にお住まいで

元東大教授の山中裕先生には「能見堂と金沢八

景について」のお話をお願いいたしております。

県立金沢文庫の展示関連講演は永井晋先生に
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よる「兼好法師と鎌倉・金沢」です。また皆様

からのご要望の多い盛本昌広先生には「中世の

洲崎・町屋」を、横浜開港資料館の西川武臣先

生には「金沢の漁業と回船業」についてお話し

をいただきます。この金沢には街の先生が大勢

いらっしゃいますが、緑多い金沢の地の木々や

草花についての講演を金子昇先生にお願いい

たしております。探訪は金沢地先埋め立てによ

る水辺の変遷について講演と探訪を予定して

おります。どうぞそれぞれにご期待いただきた

く思います。 

ごごごご注意注意注意注意：県立金沢文庫での永井先生の展示関

連講演の開催日が、会報 2 月号や 3 月発行の

会員募集チラシに記載のものとは異なり、8 月月月月

30 日日日日(土土土土)に変更になっております。 

10 周年記念事業 

本年は会の創立１０周年に当たることから、

記念事業について会員の皆様からのアイデア

を募集しました。その結果、前号の２月号会報

でお知らせしましたとおり、２５件のアイデア

をいただきました。歴代の“わ”の会代表・分

科会代表・5 周年記念事業経験者・運営委員で

構成される 10 周年記念事業委員会で審議し、

それらのアイデアの中から当会に相応しい４

件の事業を選出いたしました。本年はそれらを

実行に移したいと考えており、各事業を具体的

に推進する４つのサブ委員会を設立しました。

本事業実施にあたっては、会員の総力を持って

行うことが不可欠であります。会員各位の各委

員会への積極的な参加や各委員会からの呼び

かけへのご協力をお願いいたします。各事業の

概要は次の通りです。詳細は決定次第、逐次お

知らせします。 

(1)１０周年記念金沢区民歴史講演会 

会員ならびに金沢区民を対象に講演会を開

催する。 

期日：平成２０年１１月８日(土)１３時～ 

会場：横浜市立大学 金沢八景キャンパス 

「カメリアホール」 

講演題目： 

①「中世における湊 ― 六浦」 

県立金沢文庫 学芸課長 西岡芳文氏 

②「横浜開港と金沢」   

横浜開港資料館 調査研究員 西川武臣氏 

(2)『かねざわの歴史事典』補訂版刊行 

昨年刊行しました『かねざわの歴史事典』に

追補改定を行い、より良いものに内容を充実さ

せて刊行する。平成２２年５月完成を予定。 

 (3)「変わりゆく金沢の風景」 

現在の金沢の魅力ある風景を選定し、写真と

文章で記録する。それによってこの地に住む後

世の人々にふるさとの記憶として残す。 

(4)「“わ”の会１０年の歩み」刊行 

前回刊行の「５年の歩み」以後の活動を中心

に“わ”の会 10 年の活動の足跡を記録として

残す。 

(5)「10 周年記念パーティー」 

 これまでに講師をお願いした先生方やお世

話になってきた関係機関の方々をお招きし、こ

れまでの 10 年とこれからの“わ”の会を共に

語り、歓談する。(1)の歴史講演会終了後に、

引続き同キャンパス内のシーガルホールで実

施。 

 

なお、(1)の歴史講演会につきましては、会

員だけでなく一般区民にも無料でご参加いた

だく企画とします。また、構成を「金沢区制６

０周年・横浜開港１５０周年記念事業補助金制

度」に適合するものにし、金沢区役所に制度適

用を申請・受理されました。“わ”の会は、ス

タートの平成１１年からの３年間は区の補助

金を受け活動してきた経緯もあります。このよ

うな形で講演会を設定し、区民の皆様にも解放

することによって、“わ”の会活動の区民の皆



 4 

様への還元の一端ともしたく思います。また、

会員１００名余、６分科会を擁するようになっ

た“わ”の会の成長ぶりを区民の皆様に理解し

ていただく絶好の機会でもあり、“わ”の会お

よび各分科会の活動状況を区民の皆様に披露

させていただく展示会の同時開催を考えてお

ります。 

 

分科会活動 

新たに「パソコンを使いこなす会」が加わ

り、バラエティ豊かな 6 つの分科会体制になり

ました。皆様にはそれぞれの会で活動を展開さ

れるようお願いいたします。 

対外活動 

横浜郷土史団体連絡協議会では「地域資料

を読む」と題し、古文書の解読・出版を各区順

番で行っております。今年度は当会の「古文書

を読む会」が、この金沢の地に残る古文書を収

集・解読・編集・出版することに決定していま

す。 

 

     

 

““““わわわわ””””のののの会蔵書会蔵書会蔵書会蔵書・・・・資料資料資料資料    

 

会報 23 号(2007/11)掲載分に続く“わ”の会蔵書・資料の一覧です。貸し出し希望の会員は電話

(045-771-4393 岡本)、または電子メール（kanazawa_wanokai@infoseek.jp）でお知らせ下さい。 

 

No 著   者 
書     名 

資  料  名 
発行日 発行元 

入手日 

(入手法) 

28 鶴見歴史の会 郷土つるみ 第 62号 2007.3.31 鶴見歴史の会 2007.4 

(寄贈:発行元) 

29 “わ”の会 

かねざわの歴史

事典編集委員会 

かねざわの歴史事典 

 

2007.6.9 “わ”の会 2007.6 

(寄贈:発行元) 

30 鶴見歴史の会 郷土つるみ 第 63号 2007.11.15 鶴見歴史の会 2007.12 

(寄贈:発行元) 

31 丸井図書編修部 かながわ風土記 第 363 号 

平成 20 年 1･2 月号 

2008.1.5 丸井図書出版 2008.2 

(寄贈:葛城氏) 

32 横浜郷土史団体

連絡協議会 

横浜郷土史団体連絡協議会 

会報 Vol.２ 

2008.4.5 横浜郷土史 

団体連絡協議会 

2008.4 

(配布) 

33 鶴見歴史の会 

古文書研究部会 

【地域資料を読む ３】 

橘樹郡市場村(横浜市 

鶴見区）添田家文書 

2008.3 横浜開港 

資料館 

2008.4 

(寄贈:発行元) 
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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９日(日）に能見台地区センタ

ーで開催されました。 

～～～～展示展示展示展示～～～～ 

 “わ”の会をはじめ６つの生涯学習グルー

プ、４５名の街の先生、金沢区民活動センター

が参加し、講座や教室の様子、区の取組を区民

の方々に発表(実演・体験・説明・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～～～～ 

金沢区民活動センターが区で設けている学

習活動支援の仕組みを紹介し、“わ”の会を含

めて、いろいろな立場で学習活動に参加してい

る人が体験談を披露しました。 

～～～～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」の企画やポス

ター、会場案内チラシ、アンケート作りなどの

準備、当日の展示会場設営やステージの音響係

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「「「「旧横浜海軍航空隊遺跡旧横浜海軍航空隊遺跡旧横浜海軍航空隊遺跡旧横浜海軍航空隊遺跡についてについてについてについて」」」」 

開催日：2008 年 2 月 16 日  

講 師：磯子区の戦争体験を記録する会代表 葛城 峻 氏 (“わ”の会会員) 

出席者：61 名(ビジターを 10 名を含む） 会員の参加率：49% 

 

○ 資料(写真・ビデオ等)が豊富でよく理解できた。 

○ 地元で育ったが戦前・戦中のことは知らず、今回よく理解でき

た。 

○ 深く追求した知識に感服し、区内の戦争遺跡を再認識した。 

○ 格納庫が頑丈で、現在まで残されていること。 

○ グライダー特攻隊があったこと。 

○ 海軍航空隊の栄光と悲劇、浜空神社の撤去(将来予定)。  

○ 予科練発祥地が金沢であったこと。 

○ ルーズベルトへの手紙。 

○ 戦争の悲劇を体験した人がいて、現代があることを実感した。 

○ 続きを聞きたいし、見学可能な範囲で探訪したい。 
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    私私私私のののの映画解説映画解説映画解説映画解説    

          ｢｢｢｢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見見見見るるるる会会会会｣｣｣｣代表代表代表代表    佐藤佐藤佐藤佐藤    晃晃晃晃    

    

 当会は平成 16年 6月 1日に『ローマの休日』

をもって発足したが、それに先だつ 5月、6月

に発起人で準備試写会を開き、『モロッコ』と

『東京物語』を鑑賞した。その時は、チラシも

映画の紹介もなく、ただ映画を見るだけだった

ので、発起人から「資料も欲しいし、その映画

について話をしてもらいたい」という要望があ

った。そこでにわか勉強であらすじと解説を載

せたチラシを作り、簡単な映画の紹介をしたの

が始まりである。 

 しかし、あらすじと解説を載せたチラシを作

り、会員の前で説明をするといっても、私は映

画の専門家でもないし評論家でもなく、一介の

映画フアンに過ぎない。そこで、素人なりに映

画のガイド役になろうと考えた。私は分科会の

一つである「寺社を巡る会」に加入して鎌倉周

辺の寺社を巡拝しており、鎌倉のガイド協会の

方からガイドをしていただいているが、私も同

じようにガイド役になり、少しでもその映画の

良さ、面白さを分かってもらえればそれで良い

のではないかと思い、解説を始めたのである。

当初は解説も自分で書いたメモを棒読みする

始末で、今思いだすと汗顔の至りである。それ

から 4年経過し、鑑賞した映画も 100 本を超え

ると、話し方も少しは慣れてきたと思っている。 

 映画鑑賞会は原則として、毎月 2 回、第 2、

第 4月曜日に行っており、私は必ず事前に家の

テレビで通して見ることにしている。資料の作

成に必要であることは勿論だが、それ以上に私

の持っているビデオの点検が必要である。ＤＶ

Ｄは心配ないが、テレビで録画した映画は 20

年前に録画したものが多く、管理に注意を払っ

ているつもりでも、カビが生じることがある。

また、テープが切れていたり、時にはコマーシ

ャルが入っていて鑑賞の妨げになるものもあ

る。 

 少しでも良好な状態で会員に見てもらいた

いので、その際はＤＶＤ販売店で購入している。

価格は 1 本 1000円から 4000円程度だが、当会

の財政事情は少し余裕があるので、年間 5本程

度は購入している。その店にない場合は、取り

寄せてもらっている。取り寄せる場合は 1か月

近くかかることもあるので、1か月前にはビデ

オの点検だけは済ませるように心がけている。

最近では『サンダカン八番娼館』、『ビルマの竪

琴』はカビで鑑賞不能となり、近くの販売店に

なく、取り寄せに 1か月かかっている。 

 私は事前に映画を観て、あらすじや解説を書

くが、説明の際大事なことは紹介の仕方だと思

っている。つまり切り口である。その映画の製

作時の社会情勢から話すこともある。今年の 3

月に鑑賞した西部劇の『真昼の決闘』は主人公

の保安官ウイルはヒーローでなく、顔に皴の目

立つ初老の普通の男性である。このぱっとしな

い男性をゲーリー・クーパーが演ずるのも魅力

だが、かつて保安官に逮捕された悪漢が復讐に

来るというのに、町の人は復讐を恐れて誰も助

けてくれない。これは、脚本を書いたカール・

フォアマンが、1952 年当時マッカーシー旋風

で「赤狩り」の対象になり、ハリウッドを追わ
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れたときに、ハリウッドの人は誰も助けてくれ

なかったことを暗喩している。反骨の監督フレ

ッド・ジンネマンはそれを知っていて、フォア

マンを起用したが、フォアマンの名前は仮名に

よって表に出ず、40 年後にようやく名誉が回

復されたことなどを話したが、話すことで保安

官ウイルの悩みがより以上に理解が深まると

思ったからである。  

 また、原作がある場合はできるだけ原作を読

むように心がけている。映画と文学、さらに作

家の資質の違いをみるようにしている。例えば

今年の 4月に鑑賞した『凱旋門』の原作者レマ

ルクは、ナチス・ドイツに弾圧されてアメリカ

に亡命した作家だが、小説の第二次大戦前のパ

リの凱旋門は華やかな凱旋門ではなくナチ

ス・ドイツの侵攻に怯える凱旋門である。映画

に登場する凱旋門は、より視覚的であり、黒く、

暗く薄暗い空に浮かぶ沈鬱な凱旋門である。映

画はモノクロームだから一層その感を深くす

る。不安なパリの雰囲気と、パリにたむろする

明日のない絶望的な亡命者同士の中に生まれ

た恋を描いている。そうした話をしながらシャ

ルル・ボワイエとイングリッド・バーグマンの

悲恋を紹介する。 

 日本映画では川端康成原作、豊田四郎監督の

『雪国』がある。「国境の長いトンネルを抜け

ると雪国であった。」で始まる有名な小説であ

り、映画も原作同様にトンネルを抜ける夜行列

車から始まる。妻子のある島村と芸者駒子の雪

に閉ざされた宿での情愛は、駒子の背負ってい

る人生の重みのために成就しない。原作の雪の

場面は地の文として叙情的に美しく書かれて

いるが、映画の雪は重く、人間の生活を押さえ、

閉ざしてしまう。画面で見る雪の重さが映画と

文学の違いだと思う。島村と別れた駒子が雪の

壁を縫って、三味線を抱え去っていくラストの

ロングショットは映画だけの世界であると、感

想を述べる。 

 しかし反省すべき点も多い。最大の悩みは映

画の始まる前に話すのだから、事前に予断を与

えているのではないかということである。推理

ものでは勿論話は伏せるが、普通のドラマでも

ストーリーを終わりまで書くのはいかがなも

のかという指摘もある。映画の見方を押し付け

るという意見もあるだろう。映画の見方は個人

個人によって異なるのは当然だし、評価も様々

であって当たり前である。したがって、私はガ

イドの役割に徹しつつ、話す内容に工夫を凝ら

してみたいと思っている。 

 私は、本会のおかげで改めて映画を愛するよ

うになり、映画の見方も深くなったような気が

する。私の敬愛する映画評論家の双葉十三郎氏

は 1910年生まれだから今年 97歳になられるが、

今なお、かくしゃくとして健筆を揮っておられ

る。その著「西洋シネマ大系・僕の採点表」（ト

バーズプレス社）は全 6巻あり、実に 1万本以

上の映画評を満載している。私はその本を手許

に置いて映画の見方を学んでいるが、まだまだ

及ばないことばかりである。 
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 「「「「浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会」」」」抄録抄録抄録抄録    №№№№１１１１    

｢｢｢｢浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会」」」」代表代表代表代表    北野北野北野北野    清市清市清市清市    

                                

平成 18 年５月に発足の「浮雲俳句会」は、これまで年１０回の例会を開催し、研鑽を積んでき

ました。「浮雲俳句会」が発足して 1 年余りが経過した昨年８月の“わ”の会会報２２号では１年

目の各例会における天賞（最優秀賞）１０句をご披露しました。 

「浮雲俳句会」はこの５月で満２歳を迎え、その間の努力で金沢区内の他の俳句会に肩を並べ

るほどにメンバーの力も付いてきました。この成長ぶりを会員の皆様にご紹介するとともにメン

バーの益々の努力を促すために、会報の発行に合わせてその間の例会における天・地・人賞の３

句（講評付き）と特選句を継続的に掲載させて頂きたく思います。 

なお、第１回の例会から、毎回の天・地・人賞の３句を“わ”の会ホームページにも掲載して

おります。こちらは毎回の例会の直後に掲載しますので、速報としてご覧下さい。 

 

 

 《《《《１６１６１６１６回例会回例会回例会回例会》》》》H２０２０２０２０年年年年１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日 

 

［天地人賞］ 

天賞 新春新春新春新春のののの箱根路繋箱根路繋箱根路繋箱根路繋ぐぐぐぐ襷襷襷襷かなかなかなかな            十九十九十九十九 

 今や新春の一大イベントと化している「箱根

駅伝」。これを１１文字で読み上げた技に敬服

する。特に襷の措辞の発見が手柄。 

地賞 うずくまるうずくまるうずくまるうずくまる猫猫猫猫のののの影影影影ありありありあり冬障子冬障子冬障子冬障子    ともともともとも女女女女 

兼題の見事な写生句。＜冬障子＞からの透視

であるだけに、余計猫の飾らないありのままの

生態が浮かんでくる。 

人賞 漆黒漆黒漆黒漆黒のののの腹切腹切腹切腹切やぐらやぐらやぐらやぐら寒寒寒寒のののの月月月月            三旦三旦三旦三旦 

＜腹切やぐら＞と＜寒の月＞の取り合わせ

が抜群。鎌倉幕府の終焉という叙事詩の一齣を

＜寒の月＞から垣間見るようである。 

［特選］ 

  竈猫主竈猫主竈猫主竈猫主のののの膝膝膝膝にににに背伸背伸背伸背伸びせりびせりびせりびせり                一梲一梲一梲一梲 

        おおおお飾飾飾飾りやりやりやりや車車車車のののの上上上上にににに猫鎮座猫鎮座猫鎮座猫鎮座                重九重九重九重九 

        棟上棟上棟上棟上げやげやげやげや古稀古稀古稀古稀のののの主主主主のののの懐手懐手懐手懐手                素屯素屯素屯素屯 

        一病一病一病一病をををを生生生生きてきてきてきて万両生万両生万両生万両生けにけりけにけりけにけりけにけり        ともともともとも女女女女 

 

《《《《１７１７１７１７回例会回例会回例会回例会》》》》H２０２０２０２０年年年年２２２２月月月月２４２４２４２４日日日日 

 

［天地人賞］ 

天賞 真青真青真青真青なるなるなるなる空空空空をををを織織織織りこむりこむりこむりこむ曽我曽我曽我曽我のののの梅梅梅梅 ともともともとも女女女女 

 詩の本質は新・真・美。その一つの美を＜曽

我の梅＞に託し、見事に読み上げている。一幅

の錦絵、一巻の西陣織を連想する。 

地賞 春暁春暁春暁春暁やややや築地市場築地市場築地市場築地市場のののの糶糶糶糶のののの声声声声                國眼國眼國眼國眼 

 早朝五時半から始まる鮪の糶の景。今やこれ

は外国人の東京観光の目玉だという。ワンダフ

ル！！壮観、Wonderful. 

人賞 盆梅盆梅盆梅盆梅をををを「「「「フォトフォトフォトフォト俳句俳句俳句俳句」」」」にしにしにしにし送送送送りけりりけりりけりりけり 一幸一幸一幸一幸 

 フォト俳句（写真に俳句を添えたもの）が

はやっている。これを先取りして絵葉書で送っ

たのだ。新・真・美の“新”の実践だ。 

［特選］ 

梅東風梅東風梅東風梅東風やややや色香色香色香色香をををを乗乗乗乗せてせてせてせて吹吹吹吹きききき抜抜抜抜けりけりけりけり    一梲一梲一梲一梲 

ほっこりとほっこりとほっこりとほっこりと笑笑笑笑ふふふふ布袋布袋布袋布袋にににに春春春春のののの雪雪雪雪            素屯素屯素屯素屯 

料峭料峭料峭料峭やややや洗濯岩洗濯岩洗濯岩洗濯岩のののの太公望太公望太公望太公望                        勝美勝美勝美勝美 

｢｢｢｢海海海海ほほほほたるたるたるたる｣｣｣｣おぼろのおぼろのおぼろのおぼろの海海海海をををを貫貫貫貫けりけりけりけり        湧水湧水湧水湧水 
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 《《《《１８１８１８１８回例会回例会回例会回例会》》》》H２０２０２０２０年年年年３３３３月月月月３０３０３０３０日日日日 

 

［天地人賞］ 

天賞 誓子忌誓子忌誓子忌誓子忌やややや樺太目指樺太目指樺太目指樺太目指しししし帰帰帰帰るるるる鳥鳥鳥鳥            一馬一馬一馬一馬 

 山口誓子に対する忌日俳句。青春時代サハリ

ンに住んでいた誓子。その代表作「海に出て木

枯帰るところなし」も浮かんでくる。 

地賞 振振振振りりりり向向向向けばけばけばけば安房一国安房一国安房一国安房一国のののの朧朧朧朧かなかなかなかな    ともともともとも女女女女 

スケールの大きな秀作。太平洋に出っ張った

安房の大自然が、水墨画のように描写されてい

る。特に＜朧＞の措辞の発見が格別だ。 

人賞 春雷春雷春雷春雷のののの手術手術手術手術のののの痕痕痕痕をたをたをたをた走走走走れりれりれりれり            國眼國眼國眼國眼 

 大手術後の不安な気持がよく叙された秀句。

メスの入った後縫い合わされた傷痕を、＜春雷

＞が＜た走＞るのである。 

［特選］ 

     踏青踏青踏青踏青やややや旬旬旬旬をををを求求求求めてめてめてめて出出出出でででで立立立立ちぬちぬちぬちぬ            岩介岩介岩介岩介 

        巡礼巡礼巡礼巡礼のののの草鞋新草鞋新草鞋新草鞋新しししし青青青青きききき踏踏踏踏むむむむ                    十九十九十九十九 

        坦坦坦坦々々々々とととと耳順迎耳順迎耳順迎耳順迎へてへてへてへて二日灸二日灸二日灸二日灸                    一幸一幸一幸一幸 

        このこのこのこの春春春春はははは球児補強球児補強球児補強球児補強しししし二連勝二連勝二連勝二連勝                重九重九重九重九 

 

 

 

「「「「パソコンパソコンパソコンパソコンをををを使使使使いこなすいこなすいこなすいこなす会会会会」」」」のののの誕生誕生誕生誕生    

｢｢｢｢パソコンパソコンパソコンパソコンをををを使使使使いこなすいこなすいこなすいこなす会会会会｣｣｣｣代表代表代表代表    林林林林    洋洋洋洋    
 

 

 それは 2007年 11月から始まった。“わ”の

会運営委員会から次期委員含みでのオブザー

バ参加のお誘い電話を受け、運営委員会に参加

させてもらった。 

たまたま 11月 21日に横浜市市民活動支援セ

ンター1) 主催のＩＴ講習会「年賀状を作ろう」

で絵はがき年賀状を作成する機会があり、これ

は誰にでも役立つパソコン活用術だと思った。 

 12 月の運営委員会で“わ”の会会員を対象

としたＩＴ講習会を提案し、分科会設立の方向

で委員諸氏のコメントを参考に会場・機材・講

師・教材等の調査を進めた。一番の成果は、横

浜市市民活動支援センターから関係機関の情

報を頂き、“わ”の会のＩＴ講習会に教材・講

師等に関する協力のお話しを頂いた事。 

2008年 1月～2月にかけて上記で教えて頂い

た「パソコンボランティア金沢」2) のＩＴ講習

会「ワード中級」に参加し、講師の指導と受講

者が相互にわからない事を教え合うという進

め方で、皆が一緒に進歩できる場を開設出来る

ことを学んだ。 

分科会設立に向けて 1月 24日に発起人を定

めて打合せを行った。分科会名称を「パソコン

を使いこなす会」とする。“わ”の会会員のパ

ソコン使用状況、問題点をアンケート調査する

と共に、技量を把握する「プレ分科会」を 2

月 12日に開催することとした。このアンケー

ト調査によって判明した会員のパソコン使用

状況などを文末に添付します。 

アンケートの結果から、当分科会の目的を、

パソコン操作で困っている会員、パソコンをも

っと上手に使いたい会員のために、みんなで集

まって問題点を解決することとした。ただし、

会場・機材等の制約があり、会員は、キーボー

ド・マウスの操作が出来、連絡のための電子メ

ールが使える方に限定し、出来る限りノートパ

ソコンを持参頂くこととした。1月 25日に「パ

ソコンを使いこなす会」へのお誘いを“わ”の

会通信で発信し、「プレ分科会」への参加を呼

び掛けた。 
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 2 月 12 日に「パソコンを使いこなす会」

プレ分科会を開催。受講者 17人。ここで WORD、

Windowsの基礎的なテクニックを紹介し、参加

者の関心・技量を把握して分科会の進め方のメ

ドを付けた。 

以上の準備の後、代表：林洋、会計：武田偉

彦、世話人：金間誠一、新海昭、小澤妙子と役

割を定め、2 月 23 日の運営委員会に新分科会

「パソコンを使いこなす会」の設置計画書を提

出し、承認された。そして、会報第 24 号（2008

年 2月発行）で分科会新設・メンバー募集開始

を案内した。また、2 月 24 日に電子メールで

分科会「パソコンを使いこなす会」への入会

申込の案内を発信し、21 名の参加申込があっ

た。 

このようにして体制が整い、金沢区役所 

１Ｆ区民活動センター3)  会議室に午前10時

～12時に集まり、講師を分科会代表、講師補

助を世話人で務め、次のように分科会を開催

した（4月 30日現在）。 

第第第第１１１１回回回回：3月 20日（木） WORD基礎講座 －

文書作成(１)－フォント、配置、行間隔、

個条書きと段落、ワードアート 22 名参加 

第第第第２２２２回回回回：4月 1日（火） WORD基礎講座 －

文書作成(２)－メール本文の貼り付け、書

式設定、クリップアート 23 名参加 

第第第第３３３３回回回回：4月 15日(火) 電子メール基礎講

座（１）メール送受信の基礎、署名の作成・

添付、アドレス帳の設定 19 名参加 

現在は代表と世話人で無い知恵を絞って

WORD 文書作成や電子メールの基礎の講習を

しています。会員の関心の多いインターネッ

ト検索、画像処理等にも範囲を広げたく、こ

れら分野でパソコンの活用をしている方が

講師として参加下さるようお願いします。 

注記 

1) 横浜市市民活動支援センター 

横浜市中区桜木町1-1-56 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ5階 

TEL：045-223-2666  FAX：045-223-2888 

URL：http://www.npo-c.city.yokohama.jp 

2)パソコンボランティア 金沢（パソボラ金沢） 

TEL：045-784-2222 

URL：http://www.geocities.jp/pvkanayoko/ 

3)金沢区役所 区民活動センター 

TEL：045-788-7803 FAX：045-788-2147 

URL:http://www.city.yokohama.jp/me/kana

zawa/10shougai.html 

 

 

アンケートアンケートアンケートアンケート調査結果調査結果調査結果調査結果    

    

① 会員のパソコン活用状況は、 

� 回答者のほとんどが電子メール送受信、イ

ンターネット検索、WORD 文書作成をして

いる。 

� 90％以上の人が電子メール、インターネッ

ト検索に Internet Explorer、 Outlook 

Expressを使用している。 

� パソコンでやりたい事は、ワード、エクセ

ル、画像処理。 

 

② パソコン使用上で困っている事は、 

� 操作、用語が分からない。基礎知識がない。 

� エクセルが思うようにできない。 

� ワード使用上のテクニック 

� インターネット上のＨＰの印刷  

� ハード面が理解できない 

� メモリー増設  

� ファイルのバックアップ 

� 突然のダウンとフリーズ 

� パソコンの立ち上げに時間がかかる 

� データベースの加工（関数など） 

� 迷惑メールの処理  

� インターネット検索で目的のものを能率

よく探せない 

� セキュリティ対策は何をやっておけば十

分か不明 

と多種多様。 
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「「「「浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会」」」」にににに入入入入ってってってって    

小幡小幡小幡小幡    友子友子友子友子 ( ( ( (俳号俳号俳号俳号：：：：ともともともとも女女女女))))    
 

 

浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会に入る前、俳句については 17文

字のポエムという認識しか持っていなかった。

時折、新聞や雑誌で俳句を目にすることはあっ

たが、一句一句読むことは皆無であった。それ

ほど、俳句への興味関心は薄かったといえる。 

それが、”わわわわ““““のののの会会会会で俳句の会が、誕生するこ

とを知った時、珍しい物見たさに惹かれ、無鉄

砲にも申し込んでしまったのだ。新しい世界へ

の冒険心を擽らされたのかもしれない。 

 入会して、かれこれ 1 年半以上の年月を経た

が脱会もせず、現在まで続けられたのは、浮雲浮雲浮雲浮雲

俳句会俳句会俳句会俳句会を立ち上げた北野一清氏の熱意あるご

指導のお陰だと思う。毎回、俳句の基礎基本を

ご自身の手書きの資料を配布され、講義してく

ださった。また会員の投句に、一句ごと真剣に

向き合い、筋力をつけてくださっているからだ

ろう。私自身、まだ俳句俳句俳句俳句はははは俳苦俳苦俳苦俳苦であり、迷句し

か詠めないが、最近になって、俳句の奥の深さ

に今更ながら驚いている。感動する句に出会う

と、つくづくと「よくもまあ、こんな短い詩の

中に、こんなにも豊かな景色が！」と感心する。

さらに、17文字のリズム感は実に心地がよい。 

感動する句の中に踏み入って、想像したり味わ

ったりしていると、不思議にわくわくしてきて

幸せな気分になれる。俳句を読む楽しさが分か

りかけてきたのだろうか。勿論私には難解な句

のほうが極めて多いが・・。 

 俳句は、扉を開いたばかりで、まだ未知の世

界であるが、理論も然ることながら、錆びつい

た感受性を磨くため、五感を研ぎ澄ます体験を

することが大事だと思っている。戸外へ出た時

も、以前なら何気なく見ていた自然や動植物を

より細やかに、いとおしさを持って眺める習慣

をつけたいものである。今後も、浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会の

素晴らしい仲間と共に精進していこうと思っ

ている今日この頃である。 

 

 「句作りは歩くことから」と思い、今年 2

月にはじめて曽我の梅林へ行った。空は雲一つ

無くまっ青で、遠方には富士山・箱根連山がく

っきりとその姿を見せていた。梅林は、濃淡の

紅梅白梅が交じり合って、青空へと花の枝を伸

ばしていた。その様子は一幅の絵でもあり、友

禅染のようにも思われた。 

 

   まままま青青青青なるなるなるなる空空空空をををを織織織織りりりり込込込込むむむむ曽我曽我曽我曽我のののの梅梅梅梅 

            白銀白銀白銀白銀のののの富士背富士背富士背富士背にしたりにしたりにしたりにしたり曽我曽我曽我曽我のののの梅梅梅梅 
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            私私私私とととと古文書古文書古文書古文書    

高橋好一高橋好一高橋好一高橋好一    

 

私と古文書の原点は我が父にある。私が中学

生の頃、父は福島県のある小さい村の中学校教

頭として学校経営の多忙さにもかかわらず、休

日には村の青年達を数人自宅に招き｢古文書｣

を読み合っていたことを記憶している。 

その村は小さいながら江戸時代から養蚕で

大を為した旧家が多く、父に言わせれば「半端

じゃ無い」程多くの文書が倉の中に無造作に縄

で括られて置かれていた。その村は近隣の町村

合併からぽつんと蚊帳の外に置かれて、僅か

1,500人ほどの小さい存在であった。父はとも

すると消極的になりがちな青年達に、自分達の

村の歴史を掘り起こすことにより、誇りを持た

せよう、それは村に残る古文書の解読を通じて

実行しようと、青年達を誘ったのである。 

私自身は既にその年頃には、理系に進み物理

学か電子工学を学びたいと将来の道を心に決

めていただけに、さほど父達の勉強会には興味

は無かったが、ある時父が言った。「古文書を

読むということは、一つは記述された文字その

ものを読み取ることであり、もう一つは読み取

った文章から記述された当時の社会とか生き

方とか人間の営みを読み解くことである。共に

「想像力」を縦横に働かせねばならない。想像

力を働かすということはおまえが学びたい物

理学とか自然科学一般にも通じることだと思

う。」この言葉は半世紀以上を経た今でも鮮や

かに思い出す。 

私は“わ”の会自立前後の時期、“わ”の会

代表を仰せつかっていたが、自立を期に新企画

として分科会創設を皆様方に諮った。３つのご

提案を戴いた中に、清水重雄氏(旧会員で、そ

の後埼玉県に移住)から「古文書を読む会」が

あり、10名程度の賛同者も得られたので、2002

年６月に清水氏を会長として会は発足した。私

もリタイア以来、独習で古文書を少々読むマネ

をしていたので、発足を機に参加し、今日に至

っている。 

半世紀前の父の言葉「想像力」を駆使しよう

と、古文書紙面をひたと睨んでアタマの中に想

像の渦をかき立てるのであるが、なかなかテキ

はおいそれと理解させてくれない。根競べであ

る。確かに認知症対策の有力手法と言っても過

言ではない。 

昨年の Prostate Cancer手術以来、月２回の

学習会も欠席しがちであるが、それでも時折独

習で「想像力」を巡らすのは、しんどいが読め

た時の楽しさもまたひとしおである。 

夢は、父母それぞれの生家に残る古文書を少

しでも読み、先祖の生き様を少しでも理解した

いことである。それが今は亡き父母への孝にな

るかなと思っている。私には古文書を読む苦し

さと楽しみがあるので、ボケない！ 
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    今今今今、、、、千葉千葉千葉千葉とととと群馬群馬群馬群馬ののののコースコースコースコースとなってとなってとなってとなって    

                                 堀井堀井堀井堀井    克子克子克子克子    
 

 「関東ふれあいの道（首都圏自然歩道）」

は関東地方、１都６県をぐるりと一周するコ

ースで、総延長は 1,665km となる。各県が

定めた長距離のコースで自然に親しむ登山

や田園風景、それに郷土の歴史や文化、生活

などに触れる、文字通りの広義の「ふれあい」

のコースとなっている。この指定のコースを

踏破すれば、それぞれの県では認定証を交付

する仕組みとなっている。これも又、楽しみ

の一つとさせている。 

“わ”の会のこの分科会は平成 15 年 11

月、5 人の発起人による立ち上げで始まる。 

翌 16 年 1 月 16 日に第 1 回「ふれあいの道

歩こう会」が三浦・岩礁のみちより実施、16

名が写真にその姿をとどめ、第一歩となる。

ここより神奈川県コースに始まる各県の踏

破となっていき、現在に至る。即ち、神奈川

県 17 コース、東京都 7 コース、埼玉県 13

コースと踏破して、只今は群馬県と千葉県の

コースに入っている。 

 昨年は思いがけぬ天候不順の日が何回も

あり、当番の担当者を大いに悩ませ、参加者

にも同様な思いをさせ、日程をも狂わせた。

昨今は地球規模での天候の悪化がニュース

でも頻繁に扱われるが、この「ふれあいの道」

の月１回の山歩きでもそれを如実に、当番を

大いに悩ませ、慎重な判断の気苦労をさせて

いる。 

 振り返って、平成 15 年の設立時にその構

想、決め事等々、骨格となるものが明文化さ

れ、参加者に提示されたその実施内容は、今

日に至るしっかりした骨子の下敷きで、この

分科会の安定した活動の基となっている。 

 その一つに当番。第１回目から行われてい

る。全員が順番に２名ないし３名で担当し、

コースの下見から、コースの検討、計画書、

会員等との連絡、代表との気象判断、当日の

リーダーとしての活動、実施記録の作成等の

役をこなす。 

 下見から始まる当番は実施予定日の３ヶ

月前頃、コースの起点、終点、これをこなす

交通機関の有無、時間の配分、コースの歩き

方等も絡めて、地図を頼りに歩いて組み立て

ていき、交通費も含め、明解な計画書を作成、

当日の行程となる。 

 ここで苦労するのは目的地（登山道入り

口）までのバスが町の事情で本数が少なくな

っていたり、廃線になっていたりと困った現

実が出ていること、そのほか群馬県のコース

では遠距離となり、宿泊もあり、予約の手続

きや、天候による変更連絡などなかなか面倒

な外部との交渉が出てくる。何度も確認の連

絡等、やっかいな仕事であり、ご苦労様と感

謝することしきり。このお陰もあって、参加

者は安心して楽しい一日を満喫していく。 

 次に気をもむのは天候であるが、週間予報

では好天と言っていても予定日が近づくと

突然変異ではないが、怪しげな天気予報で、

当番を悩ませるのである。当番と代表が現地

の気象情報なども参考に慎重な判断で決断

が下されるが、この判断も、今まで天候でひ

どい目にあったことは一度も無い。いつも安

全、安心がモットーとなっている。 

 ただ、語り草となっている一つに、冬の千

葉コース、猛烈な空っ風の中、田んぼと印旛

沼の縁を飛ばされないように耐えながら歩
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いた長い時間は、鮮烈な思い出として、時折

の話題では笑いとなって蘇る。横浜では味わ

えぬ風の体験であった。 

 いつも当番の働きのお陰で、無事歩き通し

ている事はこのグループの自慢の一つと常

に言える。この事は代表の豊かな経験に裏打

ちされたリーダーシップと当番との連携、全

員が順次当番で知識と経験をつむ“わ”の会

の趣旨そのものであろう。 

 

 

 

    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９９９９））））    

真田真田真田真田    雅行雅行雅行雅行    

＜＜＜＜馬籠宿馬籠宿馬籠宿馬籠宿――――落合宿落合宿落合宿落合宿――――中津川宿中津川宿中津川宿中津川宿――――大井宿大井宿大井宿大井宿－－－－大湫宿大湫宿大湫宿大湫宿＞（＞（＞（＞（３２３２３２３２．．．．５５５５ｋｍ）ｋｍ）ｋｍ）ｋｍ） 

 

ゆるい坂道の「馬籠宿馬籠宿馬籠宿馬籠宿」の庄屋・本陣・問屋

（といや）が島崎藤村の実家だ。が、明治と大

正の二度の大火で焼けて今は隠居所が残るだ

け。跡に藤村記念館が建つ。明治の“ご一新”

（王政復古）で、期待された生活の糧・山林伐

採の規制緩和が却って厳しくなり、その上逆に

戸長（村長）を首にされ、発狂した青山半蔵（藤

村の父島崎正樹）の苦悩を画いた「夜明け前」

は、近代日本の矛盾を鋭く衝いた。馬籠は藤村

一色。よく整備された宿と街道筋の水流音が、

過ぎし昔への感傷を一層高揚させる。２ｋｍほ

どで藤村筆の「是より北、木曽路」の石碑と芭

蕉の句碑があり、ここで木曽路十一宿は終り、

美濃路・信濃路境界石碑から美濃国に入る。と

間もなく「十曲峠」。中山道中最も美しいとい

われる石畳の古道が鬱蒼とした木立の林間に

消えている。峠というほどの厳しい登り下りが

ない道を下っていくと、視界が開けて美濃路に
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入ったことを実感しつつ、旅人が好んで買った

という効能の狐膏薬を売った「医王寺」を過ぎ

れば、馬籠から６ｋｍの美濃路最初の「落合宿落合宿落合宿落合宿」

である。立派な門構えの本陣跡前の枡形（直角

の曲がり道）を通り、左に恵那山を見ながら４

km 上り下りを繰り返し、芭蕉の“山路来て何

やらゆかしすみれ草”石碑を経て、急な「茶屋

坂」を下れば、いよいよ人口５万の JR鉄道駅

がある大都市「中津川宿中津川宿中津川宿中津川宿」に入る。今回の４人

の旅はここで終了し、名古屋経由で横浜に戻る。 

 

 数ヶ月後再びここ茶屋坂から旅が始まった。

旧道は江戸時代の面影をよく残し、意外と情緒

豊かだ。特にこの宿は江戸時代以降平田篤胤の

神道的・復古主義の実践運動を信奉し、近隣の

一大中心地となり、「夜明け前」の青山半蔵も

よくここでの会合に参加していたし、幕末水戸

の天狗党上洛の際には、一行を厚く遇し、更に

幕末長州藩の桂小五郎がここにかくまわれて、

藩主が江戸からの帰りにここで小五郎に説得

され、長州藩がそれまでの公武合体から倒幕に

方針を大転換して、これが幕府を倒すきっかけ

となった、いわゆる「中津川会議」の地である。

小五郎の隠れ家は旧道を左折したところにそ

のまま残り、また歴史資料館にはよく会合に参

加していた青山半蔵のモデル・島崎正樹の名も

みえる多くの古文書が展示されていた。宿の枡

形の近くには「右木曽路、左なごや」の石の道

標があり、ちょうど角が清酒「恵那山」の酒蔵

で、軒を見ると、江戸時代の卯建（うだつ・建

物の両側に卯の字形に張り出した古屋根付の

袖壁）がいくつも残っている。 

 次の大井宿までは１０ｋｍ、途中古代の官

道・東山道の坂本駅があったとされる「小手ノ

木坂」を抜けると、やがて短いが急な登りの難

所「甚平坂」にかかり、山頂近くの甚平坂公園

展望台からは北の御嶽山や恵那山の絶景が臨

まれ、安藤広重がここで画いたとされる降りし

きる雪の中を黙々と坂を登ってくる旅人・馬

子・馬を画いたレリーフ碑があって、当時の面

影を伝えている。 

 「大井宿大井宿大井宿大井宿」は今の恵那市の中心街の半分を占

め、次の「十三峠」を控えていたことと、尾張・

伊勢への分岐点で往来が盛んなため、美濃１６

宿中最も繁栄した。宿内に６ケ所も枡形が設け

られたが、当時の面影を色濃く残し、西行葬送

の寺とされる長国寺・西行竹林庵跡・西行硯

池・西行坂・伝西行の墓など西行法師に因んだ

遺跡も多い（終焉の地は河内の弘川寺と二説あ

り）。 

宿はずれの「西行坂」からはいよいよ起伏の

多い難所の十三峠にかかる。江戸初期に中山道

を開通する際、ここを軍事上の防禦ラインとす

るために、ここ大井宿から「大湫宿」（おおく

て）・「細久手宿」（ほそくて）・「御嶽宿」（みた

け）まで、３３ｋｍもの険しい峠道がつくられ

たが、明治以降の開発・近代化から取り残され

たために、今では逆に我々旅人には最も中山道

らしさの残る魅力的な街道となっている。予想

通り十三以上もの上り下りする峠越えで精魂

も尽き果てたが、いたる所に残る石畳・道の両

側に原型をとどめる一里塚と静寂の細道や田

園風景に発奮して、ようやく次の「大湫宿大湫宿大湫宿大湫宿」に

着き、宿唯一の食べ物・五平餅で一息ついた。

ここから御嶽宿まで食堂・レストランなど何も

ない。 
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 2008年 8月までの予定     注：表中の「 CC 」は、「 地区センター 」の略 

 ６月    ７月    ８月    

学習会学習会学習会学習会    
6月 14日 金沢 CC 

金沢八景と能見堂 

7月 12日 能見台 CC 

金沢の木々や植物について 

8月 30日 県立金沢文庫 

兼好法師と鎌倉・金沢 

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 5日（木） 

集合：10:00 鎌倉駅東口 

ﾃｰﾏ：鎌倉三十三観音（Ⅵ） 

行動：長勝寺～来迎寺～妙

長寺～五所神社～実相寺 

7月 3日（木） 

集合：10:00 鎌倉駅東口 

ﾃｰﾏ：鎌倉三十三観音（Ⅶ） 

行動：九品寺～補陀落寺～

千手院～光明寺～蓮乗院 

8月 7日（木） 

集合：未定 

ﾃｰﾏ：鎌倉仏教 

行動：座学 

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 

6月 12日(木)金沢公会堂 

改革組合村々取締議定

書付 

6月 26日(木)金沢公会堂 

横浜雑記 

7月 10日(木)金沢公会堂 

改革組合村々取締議定

書付 

7月 24日(木)金沢公会堂 

横浜雑記 

8月 14日(木)金沢公会堂 

改革組合村々取締議定書

付 

8月 28日(木)金沢公会堂 

徳川慶喜の書状ほか 

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 19日(木) 

群馬 ○25梨木へのみち 

 

7月 17日(木) 

群馬 ○26雑木のみち 

       

8月 21日(木)22日(金)1泊 

群馬○27花見ヶ原高原ハイキ

ングコース 

  ○35黒檜山から花見ヶ原

へのみち 

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 9日(月) 金沢 CC 

ビルマの竪琴  （日） 

6月 16日(月) 能見台 CC 

旅 情     （米） 

6月 21日(土) 金沢 CC 

大いなる西部  （米） 

7月 14日(月) 金沢 CC 

にがい米    （伊） 

7月 26日(土) 金沢 CC 

ガンジー    （英） 

8月 4日(月) 金沢 CC 

寅次郎相合傘   （日） 

8月 11日(月) 能見台 CC 

戦場のﾋﾟｱﾆｽﾄ (ポ)(仏) 

8月 30日(土) 金沢 CC 

愛と哀しみの果て （米） 

浮浮浮浮                雲雲雲雲    

俳俳俳俳    句句句句    会会会会    

6月 1日(日) 10：00～ 

金沢 CC ２階大会議室 

金沢区民俳句大会に参加 

7月 27日(日) 9：30～ 

金沢 CC  ２階中会議室 

  テーマ：黒鯛を詠む 

8月 31日(日) 9：30～ 

金沢 CC  ２階中会議室 

テーマ：「踊（おどり）」 

6月 3日(火） 電子メール

基礎講座(2) 

6月 17日(火) WORD基礎講

座・文書作成(5) 

7月 1日(火) WORD基礎講

座・文書作成(6) 

7月15日(火)画像処理基礎

講座・ﾃﾞｼﾞｶﾒ写真加工(1) 

8月 5日(火) EXCEL基礎講座

･表作成 

8月 19日(火) EXCEL基礎講

座・表計算(1) 

パパパパソコソコソコソコンンンン

をををを使使使使いこいこいこいこ

ななななすすすす会会会会    

いずれも、10:00～ 区民活動センター 

 

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    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)  浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会 774-3878(北野) 

パパパパソコソコソコソコンンンンをををを使使使使いこないこないこないこなすすすす会会会会 701-9775(林)  

 

発 行 日 平成 20(2008)年 5月 17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    ・今回は 3 人の分科会代表から寄稿を頂い

た。拝読して印象的なのは、分科会を主催するための

周到な準備、工夫を凝らした当日の進行、その後の丁

寧なフォローである。メンバーによりいっそう楽しん

でもらいたい、よりいっそう上達してもらいたいとの

気持ちが強烈である。“わ”の会はこのような人々の力

で継続して来ている。有難いことである。（SK） 

編集責任者 小 岩 克 介 

 


