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１８

2009 年５月までの予定

哲

10 周年記念事業の
周年記念事業の進捗状況
進捗状況(
状況(２)
金沢区民歴史講演会および
金沢区民歴史講演会および記念
および記念パーティ
記念パーティ
昨年 11 月 8 日に開催の 10 周年記念事業第 1

港資料館の西川先生とも素晴らしい話

段の「金沢区民歴史講演会」および「記念パー

術で、楽しく聞くことが出来た

ティー」の実施概要については、前号（会報

③

ペリー艦隊が最初に接触したのがこの

27 号）で報告しました。今回は、参加者の確

金沢であり、日米和親条約締結に際し

定数と参加者からのアンケート集計結果の概

大いに関係していたことが良く理解で

要（詳細は p.4）を報告します。

きた

参加者数は、天候が雨となり、当初予定した

等好意的な意見が多数寄せられました。但し、

人数より減少しました。
“わ”の会会員 86 名、

運営に対し若干の苦情もいただきました。

一般参加者 182 名(内会員紹介者 82 名、葉書

私たちの会としては初めての大きな講演会

などでの一般応募者 88 名、招待者 12 名)で、

でしたので、不手際もあったことを反省し、次

合計 268 名でした。

回の参考にしたいと思います。

アンケートでは
①

②

ともかく、金沢区民歴史講演会が成功裡に

六浦、金沢の歴史を年代別に聞くこと

開催出来ましたのは、各分科会をはじめ多くの

が出来、より理解が深まった

会員の方々のご尽力の賜と改めて感謝申し上

県立金沢文庫の西岡先生並びに横浜開

げます。

補訂版「
補訂版「かねざわの歴史事典
かねざわの歴史事典」
歴史事典」
前号での現況報告の後、熊谷委員長をはじめ

びに「寺社を巡る会」会員の格別な支

とする多くの委員や執筆協力者により、作業も

援をいただき、４グループに分かれて

順調に進んでいます。昨年４月の第１回編集委

調査研究を進め文案作成を行っている。

員会以後、今年１月までに 10 回の委員会を開

現在 90％以上の進捗で、本年早期の文

催しました。主な成果と今後の予定は、

案完成を目指している。

①

昨年７月までに新規追加項目と修正項

③

目計約 350 件を抽出
②

現事典項目の修正加筆と新規追加項目
の合体を本年中に実行したい。

８月から新規追加項目約 120 件の説明

④

文作成を開始。運営委員、会員有志並

付属資料は委員で分担を定め、原案作
成を進める。本年中に原案検討、ＰＣ
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⑤

入力を行い、体裁・表現を整える。

には多くの時間のＰＣ処理作業が必要

その後、諸準備が整い次第、印刷準備

となり、
「パソコンを使いこなす会」の

に入る予定である。印刷用の版下作成

協力をお願いしている。

変わりゆく横浜
わりゆく横浜・
横浜・金沢の
金沢の風景
アクセス数 1373 件(２月 15 日現在)

昨年８月に高橋委員長以下５名の委員で風
景発足委員会がスタートし、次いで予算承認、

今後は、

サーバ(Lacoocan)との契約と進み、10 月に

① 委員会を月２回程度開催

“わ”の会会員へデータベース開設を告知しま

② 発足委員会は３月末までとし、今後は

した。その後、11 月８日開催の金沢区民歴史

「風景委員会として」の構想を詰め、規

講演会でスライドショーとして紹介し、会報

程案の検討を行う。

27 号でも報告しました。今後は

③“わ”の会ホームページとのサーバ統合

① 月１回程度データベースの更新状況をお

を進めていく。

知らせする

このデータベースは、会員参加型(写真や説

② 会員には新たな風景情報の提供を依頼す

明文提供)であることを“わ”の会会員はご理

る

解いただきたい。

③ 委員相互間で写真、説明文のリファイン

「風景」のデータベースＵＲＬは

を進める

http://kanazawa-wanokai.in.coocan.jp/

現状は、項目数 243 件、風景写真 200 件、

LSK/index.html

10 周年記念誌「
周年記念誌「“わ”の会 10 年の歩み」
17 日現在、30 件を超える寄稿をいただいてお

現在は、金間委員長と委員１名で「会員の声」
の寄稿集めとそれを含めた記念誌全体の構成

ります。しかし、まだ記念誌としては寂しさを

（会員、学習会、分科会、委員会などの歴史や

感じます。今後の会員からの寄稿を大いに期待

巻頭、末尾部分）の検討、材料集めをしていい

します。寄稿の送り先はつぎの通りです。
電子メール：

ます。これから「パソコンを使いこなす会」の

kanazawa_wanokai@infoseek.jp

協力をいただいて「会員の声」の部分などの編

郵送：

集作業にかかるところです。
「会員の声」は、昨年 10 月の学習会席上で

〒236-0005 金沢区並木 3-3-2-103

チラシを配布し、会員各位に寄稿のお願いし、

小岩 克介
FAX：

前号でも同様のご案内をしました。その後、集

045-783-0474

まりが芳しくないために、分科会の席上や“わ”
の会通信でお願いをしました。その結果、2 月
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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）
金沢区民歴史講演会
金沢区民歴史講演会
開催日：2008 年 11 月 8 日
「六浦ミナトの謎を探る」

県立金沢文庫

「横浜開港と金沢 －幕末・明治の国際化－」横浜開港資料館
出席者：会員 86 名、一般 182 名

合計 268 名

学芸課長

西岡芳文氏

主任調査研究員

西川武臣氏

会員の参加率：72%

[会員]
・ 大変良かった、良かったが全数。音楽をはさみ興
味深い話が聞けた。
・ 具体的な話でよく理解でき、話術も巧みで、感動
した。
・ 六浦の鎌倉時代からの関わりが良く分かった。
・ 瀬戸の話、上行寺の話が印象に残る。
・ ペリー来航から開港までの経緯と小柴の話が印
象深い。
・ 六浦の湊の変遷(重要性、支配者、価値)について
もっと詳しく知りたい。
・ 時間が少し足りない。
・ コンサートが入ったのは良かった。
・ 壇上の照明調整、マイクの調整が良くなかった。
西岡芳文氏 (県立金沢文庫
県立金沢文庫)
県立金沢文庫

・ 後方のスタッフの私語が多かった。
[一般]
・

大変良かった、良かった、普通が全数。

・ 六浦、金沢の年代別に深く掘り下げた話が良かった。
・ 両先生の話術の素晴らしさに感銘した。
・ 金沢と日米条約の関わり、金沢八景付近が重要な位
置にあったこと。
・ 幕末に金沢から外国へ行った人がいたこと（半次郎、
鉄五郎）。
・ 瀬戸大橋が中世の重要なモニュメントであったこ
と。
・ 郷土史の話でよく理解できた。居心地の良い講演会
だ。
・ 六浦の歴史的役割変化。
西川武臣氏 (横浜開港資料館
横浜開港資料館)
横浜開港資料館
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・ 布川悦五郎日記に興味が出た。
・ 大道が歴史的に重要な地であることが分かり感激。宝樹院阿弥陀三尊像を初めて知った。
・ 六浦の湊と鎌倉幕府の関わり方についてもっと詳しく知りたい。
・ 釜利谷や富岡についてもっと詳しく知りたい。
・ 研究成果は広報や新聞で伝えて貰いたい。
・ 六浦という地名についての変遷の歴史的背景、六浦津についてもっと知りたい。
・ 金沢の歴史と古道について知りたい。
・ ベアトの写真が観たい。
・ コンサートが入ったのは気分転換になり良かった。素晴らしい会を有難う。

第７回学習会 「金沢の
金沢の漁業と
漁業と廻船業」
廻船業」
開催日：2008 年 11 月 15 日
講

師：横浜開港資料館

主任調査研究員

出席者：83 名(ビジターなし）

西川 武臣

会員の参加率：69%

・ 大変良かった、良かったが全数。
・ 庶民生活の具体的な話でよく理解できた。話術も巧
みである。
・ 商取引が今と変わっていない。昔の商人の偉大さを
感じる。
・ 町屋の商業が活発で、その姿がわかって興味深い。
・ 漁業従事者が輸送業も兼ねていたこと。
・ 江戸湾にとどまらず海上輸送が全国に展開していた
こと。
・ 税収データから商活動を推測することに敬意。
・ 全国の米や産物が江戸経由で町屋まで来ていたこと。
・ 役員のご苦労に感謝。
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氏

「寺社を
寺社を巡る会」立ち上げの想
げの想い出
「寺社を
寺社を巡る会」代表 内田 新二
平成 14 年春、“わ”の会の一環として、会

“観音霊場巡り”も終わりに近づき、次は皆

員のアンケ－ﾄに依り、分科会が３つ発足した。

の意見に基づき、古都鎌倉探訪と決まり、その

私は仮名「寺社を訪ねる」に参加し、会員にな

準備に鎌倉を歩き回った。途中で断られたり、

る方々との初顔合わせをした。今迄言葉も交わ

受け入れてくれるには法話代が法外な金額で

した事も無いそうそうたる方々で、少々尻ごみ

ある。鎌倉を歩くたびに次から次と鎌倉の資料

し、この分科会に入会したが？・・・の心境の

を買い求め、資料に基づいて、数日１人で歩き

中、皆さんの話を聞いた。シルクロードや四国

回り寺院と折衝するも話がつかず、コースを作

巡礼・秩父巡礼・京都奈良等話された。私は只

るも書き直しを繰り返した。
時間的に余裕が無くなり、何の方策も無く只

一人で寺社を訪ね、寺の仏像の力強さ、優しさ、
欄間の彫り物を見る事で満足で、歴史的な知識

歩き廻っていた事が無駄足であることに気付

も浅く、只皆さんの話を聞くのみであった。そ

き、仕方なく鎌倉市役所に行き、“鎌倉シルバ

の後、分科会名について話し合い、「寺社を巡

ーボランティアガイド協会”を紹介され、即電

る会」と決定し、役員（３名）の選出を行った。

話でアポイントをとり、事務所へ伺い、協会代

今後どの様な方針で探訪をして行くのかの

表とお目にかかり、当会の趣旨を話し、その事

話し合いを繰り返した結果、“金沢生涯学習金

を理解され、快く受け入れてくれた。

沢札所三十四か所を歩く会”が発刊された“金

問題は通り一辺の鎌倉探訪なのか、古都鎌倉

沢三十四観音霊場巡り”の小誌を参考にするこ

を学ぶのかによってコースが異なり、ガイドの

とになり、発刊者に許可を頂き、それに基づき、

質も変わる。学ぶのが目的であるなら探訪テー

指導者（先生）も無く、会員皆で力を合わせ一

マを決め、鎌倉のみでなく近郊も含むとの事で、

歩を踏み出した。先ず当番制にし、各々担当者

テーマは「鎌倉幕府と頼朝」にし、年間スケジ

が

②寺院との折衝（法話

ュールとコース作成を一任し、安堵した。その

を頂けるか等）、③資料を作成し、④月１回第

後三役で４～５回足を運び、更なる年間スケジ

１木曜日・午前 10 時現地集合・午後３時解散

ュール表を完成させた。

①下見コース作成

鎌倉の寺社探訪の注意事項として、観光寺

と決める迄に発足後３ヶ月を要した。

院が多数あり、入場料・拝観料がかかるが、

この様な形で探訪を続けて行く事で会員の
方々が満足されるのか疑問を感じつつ、２～３

其れは各自負担とし、ガイド料は１人 300 円、

回探訪を繰り返すうち、自然に皆が打ち解け、

資料代 100 円、他に講演等は１回 10,000 円（資

帰りに“喉湿し兼反省会”をし、色々な意見を

料代含む）。月１回、第１木曜日、午前 10 時

参考に次回の探訪がより以上のものになる様

目的地集合～午後３時までと決め、協定を結

に進めてきた。

んだ。
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鎌倉探訪第１回目は午前中ガイドとの初

とするも、観光地図が乏しく、寺社探訪の地図

顔合せと古都鎌倉の講義を聞き、午後は時々

は衣笠地区のみで、他の地区は皆無の為、自分

小雨の降る中、朝比奈峠越えで終わる。この

達で資料作成は無理であり、探訪を打ち切りに

頃から口コミにより、回毎に会員数が増え続

した。

ける。

次に会員仲間より逗子のガイド協会を紹介
され、横須賀地区の寺社探訪を７カ月契約し、

探訪も回を重ねて、鎌倉市から藤沢、横浜
（栄区）、逗子、三浦、衣笠、茅ヶ崎、平塚、

探訪をしたが、探訪後の反省会で毎回、会員の

伊勢原と探訪したが、テーマが大き過ぎ、止

方々より不平、不満の声が多数聞かされた。

めどなく広がり、ここで２年７カ月お世話に

その後は、振り出しに戻り、地元金沢の寺社

なった“鎌倉シルバーボランティアガイド協

探訪を今迄学んだ知識を基に参考資料を掘下

会”と終止符を打つ。

げ、グループに分け、各々のグループ毎に資料

次の探訪に当たり会員のアンケートの結果、

を作成し、会員の方々をガイドした。各グルー

横須賀の寺社を巡る事になる。横須賀市の寺社

プの方々が自信に満ちたガイド振りで素晴ら

を巡るに当たり、あちこちから資料を取寄せ、

しかった。会員の方々の努力が満ち溢れ大盛況

“横須賀ガイド協会”を知り、先方へ出向き数

で終わった。

回話し合いをしたが、２年前に発足したばかり

皆さんから日帰りバス旅行の要請があり、催
行したが、好評により次回もとの声に３回続け

の会である事が分った。
ガイド協会より探訪案内が届き、参加し、

た。今後も状況に応じて続けて行けたらと思う。

質問するも回答が得られぬ。ガイドの経験、知

更に皆さんと力を合わせ、向上心を高め、よ

識不足を感じ、私達の分科会とのレベルの相違

り以上に「寺社を巡る会」を発展させて行く事

を思い、お断りした。その後、自分達で歩こう

を願っている。

“わ”の会蔵書・
会蔵書・資料
会報 26 号(2008/8)掲載分に続く“わ”の会蔵書・資料です。貸し出し希望の会員は電話
(045-771-4393

No
36

著

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

者

鶴見歴史の会

書
資
郷土つるみ

料

名
名

第 65 号
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発行日

発行元

2008.11.13

鶴見歴史の会

入手日
(入手法)
2008.12
(寄贈:発行元)

「浮雲俳句会」
浮雲俳句会」抄録 №４
｢浮雲俳句会」
浮雲俳句会」代表 北野 清市

第９回金沢区民俳句大会吟行会----９時。鳥見塚バス停集合。２班に分かれ、メンバーの中の現役
ガイドの案内のもと、秋闌ける富岡総合公園を探訪。午後それぞれの嘱目吟２句を投句して、富
岡並木地区センターでの吟行大会。
樹々のなか秋惜
のなか秋惜しみけり
秋惜しみけり吟行会
しみけり吟行会

一清

鮃（２４回例会の兼題）----魚介類シリーズの第二弾。俗に「左ひらめ右かれい」（左鮃右鰈）と
云われ、頭部を左向きにしたとき、目が上になるのが平目。海底の砂場に潜り、近づく獲物をと
って成長している。旬は脂ののった厳寒期で、鯛とともに白身の高級魚。
．．．．．．
浦島太郎の童謡 ♪乙姫様のごちそうに----鯛や鮃の舞い踊り----♪を連想する。
俎板を
俎板を尾で打つ安房の
安房の鮃かな

一清

《第９回金沢区民俳句大会吟行会への参加》

［秀
天賞

Ｈ２０年１０月２６日

句材を拾い上げる即物的な状況描写が秀逸で、

作］
秋思ふと
秋思ふと還
ふと還らぬ刻
らぬ刻を惜しみけり

吟行句の一骨法を見事に提示された才質に拍

（他の結社）
結社）
地賞

年尾忌の
年尾忌の俳句大会秋惜しむ
俳句大会秋惜しむ （同上）
同上）

人賞

行く秋や大樹の
大樹の森の浜空碑

手。
［高得点５句抄］

重九

湧き水の奥は保護林小鳥来る
保護林小鳥来る (他の結社)
結社)
昔日の
昔日の波打ち
波打ち際や木の実ふる

吟行場所の富岡総合公園は、戦前の「横浜

重九

海軍航空隊」の跡地。そのため作者は、＜大樹

四阿の
四阿の屋根にすっくと
屋根にすっくと花芒
にすっくと花芒

（他の結社）
結社）

の森の浜空碑＞の面前で往時を偲び、畏敬の念

供えある秋草
えある秋草さみし
秋草さみし鎮魂碑
さみし鎮魂碑

（同上）
同上）

を表したのである。わけても、瞬間的に発止と

浜空に
浜空に昭和残るや
昭和残るや暮
るや暮の秋

《２４回例会》

［秀
天賞

素屯

Ｈ２０年１１月３０日

作］

と思った“平目”のフランス料理が出てきたの

呼び物は鮃ムニエルシェフの
ムニエルシェフの髭 一馬

である。しかも、年季を重ねた髭面の＜シェフ

中７の＜鮃ムニエル＞の措辞が圧巻。まさか

＞が手塩に掛けた一品。いかにも「うまそう
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だ！！」。食べ物俳句は、何よりもおいしさが

るわけだ。久し振りに、１７文字の俳句の素晴

肝心。

らしい世界を実感した佳句である。

地賞

入道崎北緯４０
入道崎北緯４０度波
４０度波の
度波の花

勝美

人賞

山深く
山深く 落葉纏ひし
落葉纏ひし寝釈迦
ひし 寝釈迦かな
寝釈迦かな

一梲

秋田の男鹿半島の北端＜入道崎＞から見た

作者は、分科会「ふれあいの道歩こう会」のメ

日本海と＜波の花（波が厳冬の寒気のため泡状

ンバーでもあり、その副産物。群馬の山の辺で

を呈する現象）＞の景。これまた中７の＜北緯

＜落葉纏ひし寝釈迦＞を発見した感動がひし

４０度＞の措辞が圧巻。地図を広げて見ると、

ひしと伝わってくる見事な嘱目吟である。

よく耳にする“３８度線”＝韓国と北鮮の境界。

［特

それより北を通り、北京からシルクロードを経

不揃いの
不揃いの目配
いの目配せしきり
目配せしきり鮃
せしきり鮃かな

國眼

て、遠くはヨーロッパのマドリードを通過する

オリオンや
オリオンや父母無き
父母無き故郷の
故郷の遠ざかり

十九

線である。このため掲句の中にこれらの都市や

宵闇に
宵闇にオリオン仰
オリオン仰ぐ橋の上

岩介

地域までが広がり、大きな景まで誘導してくれ

木の葉ゆれ木
ゆれ木の葉またゆれ落
またゆれ落ちにけり 好童

《２５回例会》

［秀
天賞

Ｈ２０年１２月２１日

ナリエ＞だけである。この港神戸の＜ルミナリ

作］
搗き立ての餅
ての餅に指刺す
指刺す童かな

選］

岩介

エ＞が、師走の港神戸に燦然と灯っているのだ。

旬の季語“餅搗き”が生きた秀句。昔は正

人賞

飛騨からの
飛騨からの青菜
からの青菜ぶつぶつ
青菜ぶつぶつ冬至鍋
ぶつぶつ冬至鍋 二祥

月の用意に餅を搗くわけで、朝早くから景気よ

＜冬至鍋＞の中で＜飛騨から＞届いた＜青

くおこなったものである。掲句は、このような

菜＞が＜ぶつぶつ＞と煮え滾っているのだ。作

わが国古来からの風俗習慣の１つをピックア

者の作風は、「表現は平易に俳意は深く」を地

ップした景。なかでも＜餅に指刺す童＞の措辞

で行っている。特に、表現が平易なことは、
“読

が非常によい。この童の所作・ふるまいが何と

み手”に作者の「言わんとする」ことがよく分

もいえぬ詩情を醸出し、しかも、俳諧味に満ち

かるのだ。この点は、今後とも作者の大きな特

ている。やはり、季節の旬の風物詩は格別な味

技として育み、生かして欲しい。

がある。

［特

地賞

ルミナリエ灯
ルミナリエ灯る港の師走かな
師走かな

十九

選］

欝の日や撥の音浴び
音浴び冬至の
冬至の湯

勇平

急ぐ足を留めて見返
めて見返る
見返る冬木かな
冬木かな

一幸

２・３年前から中止になった。したがって、現

「牡蠣は
牡蠣は旬」叫ぶ魚屋の
魚屋の髭親爺

一梲

在日本に残っているのは、唯一、神戸の＜ルミ

冬茜遠回りして
冬茜遠回りして帰
りして帰りけり

祥代

長らく続いた丸の内中通りのルミナリエが、
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小江戸 川越を
川越を訪ねる
～「寺社
～「寺社を
寺社を巡る会」特別バス
特別バス探訪
バス探訪に
探訪に参加して
参加して ～

渡邊 紀一
つわもの

河越氏館跡に建つ常楽寺は今日の最初の見

内、合戦時の陣所として利用された。 兵 ども

学場所である。バスを降りて大きく伸びをする。

が夢の跡か。出土品には中国の白磁、青磁など

７時半に発って間もないというのにもう体が

の破片が見つかる。いずれも鎌倉時代のもので、

なまっている。案内されるままに江戸中期のも

それ以外は数例だそうだ。周囲にはたわわに実

のとされる山門を潜ると真新しい本殿が目前

をつけた柿の木が植えられ長閑な晩秋の日本

に現れ、まるで吸い込まれるように入ってゆく。

の原風景だと思う。
こ え ど

しょうきょうと

既に用意してある椅子に腰かけてこの寺の

「小江戸川越」と言う。また例えば「小京都

住職の由緒に耳を傾ける。開け放った窓の向こ

高山」などと言う言葉もある。小京都を冠する

うには気持のよさそうな小春日和が展開して

都市は日本中に数多くあって、弘前、角館、盛

いる。住職の響きの良い声が心地よい。

岡、遠野、湯沢、郡上八幡、杵築、竹田などよ

河越氏は、桓武平氏秩父氏の流れを汲む武蔵

く知られた例だ。対して小江戸は浅学にして川

国で最も勢力を誇った武士である。秩父氏の庶

越しか知らない。千葉県、山梨県など江戸と接

子（嫡子以外の子）が平安時代の終わりの頃、

し、物資交易あるいは文化の交流のあったと思

現在の地に館を構え、河越氏と名乗った。1180

われるこれらの県には「小江戸」まで高める何

年頼朝が伊豆で挙兵すると、河越氏は初め敵対

かが欠けていたのだろうか。我が神奈川県にも

したが、後には御家人になって平氏討伐軍に参

小江戸と呼ぶには何かが欠けていたのだろう。

戦し、源氏を助ける。やがて鎌倉時代を通して

川越との違いはなんだろうかなどと考えてい

ここを舞台に鎌倉幕府との確執が展開される。

ると頭の中が混沌としてくる。

遠大な歴史ロマンの始まりを話しているの

改めて小江戸とは何かと手元にある広辞苑

だが、遠大すぎてこちらの思考回路が機能しな

（第３版昭和 60 年発行）をめくるが記載され

い。足もとからジワリ冷気が伝わってくる。詳

てない。小京都も載っていない。新しい言葉な

細は世話人によって丁寧に編まれた資料「特別

のだろうか。そんなことはない。自分なりに考

探訪

小江戸川越の史跡を訪ねる」に譲ろう。

える。小江戸とは何か。「江戸の近きにあって

長い由緒話が終って表に出る。見渡す広大な

江戸の文化を伝えていて江戸のようだが江戸

土地を指さして住職の話はまだ続く。辟易する。

に非ず」というのが小江戸と呼ぶ所以だと思う

この河越館跡は昭和 59 年国指定史跡となり、

のだがどうだろうか。「まるで江戸のようだ」

史跡整備に向けて発掘調査が行われ、平安時代

とは藤沢周平、山本一力などの小説の花火、花

から戦国時代に至る館の変遷が解明しつつあ

見時の人出の多さを表現する時のセリフだ。こ

るという。この地は鎌倉時代から戦国時代まで

れは小江戸町民の言葉だ。川越の人たちは己が

の約 400 年間にわたって武士の舘や寺院の境

街を何と思っているのだろうかと別の疑問が
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仏分離令により喜多院から分離。喜多院の歴史

わいてくる。
昼食後、バスで街を抜ける。地図を見ると川

は忙しい。

越の街の東南に位置する謂わば郊外といった

随身門をくぐり急な石段を上ると小高い丘

ところか。ここからは地元ガイドによる歩いて

陵があり、その上に東照宮は鎮座している。拝

の寺社めぐりとなる。光西寺を振り出しに中院、

殿前の入り口扉に三つ葉葵の御紋が掲げられ、

仙波東照宮と喜多院までの短い距離の往来の

徳川一色の感がある。石段の手前に開運団子な

左右に紅葉の風景が展開する。ひっそりと静ま

どと書かれた看板などぶら下げた茶店が人待

り返り通りには人影はない。

顔である。周囲の景色に馴染まない。

光西寺の山門を潜ると中は表からは想像も

喜多院に着くころ、辺りは薄暗く夕闇が迫っ

つかない紅葉だ。落ち葉さえも彩りを濃くして

ている。喜多院は星野山無量寿寺喜多院と言っ

いる。これが紅葉なんだと思わせる。境内は日

て慈覚大師が天長７年（830）創建した天台宗

が差さないためか地面がしっとりと濡れてい

の名刹だと小冊子は言う。広い境内は人影まば

る。まだ１時を過ぎたばかりだと思うが陽は大

らで寂寥感が漂っている。川越祭りはとっくに

きく傾き夕時を思わせる。

終わっているのだが祭りの後の静けさといっ

中院の見事な庭園には圧倒される。境内に

た趣である。よく見るとよしずの内側に大輪の

は数種類の異なる桜木があって、花の頃ともな

菊がのこっている。たぶん菊人形祭りの余韻だ。

ると追いかけるようにして次から次へと咲い

現在の喜多院は川越大師として知られている。

てゆくと言うが、しかしこの紅葉も見事ではな

正月のだるま市、２月の節分会、春は桜祭り、

いか。油彩画を見るようだ。朽ちる前の老残な

秋は川越祭と、四季を通して人々に親しまれて

姿とは違う。生き生きて、限りなく紅葉になろ

いる。現在、喜多院は建物全体が博物館の様相

うとしているような瑞瑞しさを感じる。６月の

を呈している。

若葉の頃の勢いである。ここは島崎藤村の義母

喜多院は江戸時代初期、天海僧正が住職を務

の墓があって藤村自身も奥さんを伴ってたび

めた寺だという。家康の信任を得ていた天海僧

たびここを訪れたと言う。

正が第 27 代住職になるや幕府から篤い庇護を

川越高校の生徒だろうか、ジャージー姿でラ

受け、江戸城から豪華な壁画墨絵で装飾された
客殿と呼ばれる「家光誕生の間」、３代将軍家

ンニングしている。長閑な風景だ。
仙波東照宮に向かう。ここは喜多院の南に

光の乳母として知られる春日野局が書院と呼

位置する。元和３年（1617）喜多院の境内に

ばれる「春日局化粧の間」などが移築された。

勧請された東照宮である。元和２年（1616）

江戸城ゆかりの建造物の他には山門、鐘楼門、

徳川初代将軍家康が没した。一旦は駿府久能山

慈眼堂など重要文化財に指定されているもの

に葬られるが、翌年家康の遺骸を日光へ移送す

などがあると言う。天海大僧正なる人物よほど

る途中、喜多院の大堂（後の仙波東照宮）に入

家康に気に入れられたか、ウマがあったという

り、天海僧正によって手厚く法要が営まれた。

か。
天文 6 年（1537）河越合戦の兵火によって

４日間の法要が営まれたのを縁に天海は家康
公の像（8 寸 8 分）を作って大堂に祀った。５

喜多院は焼失。天正 16 年（1588）天海入山。

年後川越大火によって焼失するが、家光の命に

同 18 年家康が江戸城入城した後に再興された。

より逸早く再興し、寛永 17 年落慶。明治の神

慶長 17 年（1612）、鷹狩りの途中同寺に立ち
11

寄った家康は寺領三百石を寄進した。このとき

この場所を去り難いが、時間が押してきている。

家康は何故か関東の僧侶は天海の指導に従う

忙しない史跡巡りだ。

よう命じた。これによって天海は同寺において

川越市内に向かう途中、通りから三芳野神社

後年の勢力を生み出す地盤を固めた。この時す

の参道を遠目に見る。「通りゃんせ」の発祥の

でに家康の篤い信任を受けていたのである。そ

地を垣間見る。薄闇濃さを増しているせいか人

して家康死後仙波東照宮における天海僧正の

影もなく寂寞としている。このわらべ歌、聞き

丁重な法要に繫がる。

様によっては怖くも、さびしくも哀しい歌だと

今、我々はずかずかと入場券を払ったこと

思う。７歳になった我が子のお祝いに収めたお
ふだ

を特権に傍若無人にも部屋を覗きまわるな

札には何が込められているのだろう。当時、子

どの狼藉をはたらいている。
「家光誕生の間」

供が７歳にまで成長するということは親にと

も「春日局化粧の間」も元々は煌びやかな色

ってどんなに喜ばしいことか想像に余りある。

彩に彩られていたのだろうが、今やくすんで

その子のお祝いに親として命がけのことだっ

見栄えがしない。

たに違いない。
い ち ょ う

部屋と部屋、棟と棟を結ぶ回廊、渡り廊下

このあたり公孫樹の巨木が多く、葉が夕日に

には人が思い思いに寛いだ恰好で日光を浴

照りかえって一本一本がそのまま照明のよう

びながら庭園に見入っている。この庭園は江

に辺りを明るくしている。風が吹く度にその黄

戸城紅葉山を模したものだという。この庭園

金色の葉がはらはらと舞い落ちる。河越城は工

を目前にした時、文部省唱歌の歌詞を思いだ

事中とかで休館、残念。

した。明るい陽を浴びているせいか今まで見

氷川神社に着くころは夕闇が増してきて逆

てきた鮮やかさに欠ける。水彩画のような柔

に陽に照らされた公孫樹の高きにある黄金色

和な風景を無駄のない短い言葉で的確に描

の葉は一層冴えをましてきた。高さ 15ｍを誇

写しているように思える。それにしても今日

る大鳥居が迎えてくれる。この鳥居は木製日本

は何と紅葉に恵まれた一日だったか。

一だというが、さもありなんと納得する。建立

秋の夕日に照る山紅葉

はそれほど古くはなく、平成の大典奉祝行事と

濃いも薄いも数ある中に

して建立したのだそうである。川越祭りはこの

松を彩る楓や蔦は

神社の例大祭なのであると言う。

山のふもとの裾模様

川越市役所が近くなるころ往来の賑わいが

広すぎて全部を見た気がしないまま急がさ

増してくる。江戸の賑わいとでも言うのだろう
せわ

れるように五百羅漢に向かう。ここには 533

か。土蔵造りの町並みはこの季節でも忙しない。

尊者のほかに釈迦如来合わせて 538 体が鎮座

どこを見渡してもこの通りには電柱が見当た

していると言う。この五百羅漢は天明 2 年

らない。ＴＶのアンテナも見当たらない。遮る

しじょう

（1782）志誠と言う人物の発願により、約 50

ものがない。空はあくまでも高く、遠く、広く、

年間にわたり建立された。飢饉疾病など当時の

大きい。夕日に染まった雲がゆったりと移動す

社会不安を背景に、豊穣祈願、先祖供養を目的

る。既に灯りの入った店もある。蔵造りの商家

に作られたと言われる。一体一体が僧の姿をし

を一軒一軒覗いてみたい気がする。きっと小江

ているが江戸庶民の喜怒哀楽の諸相であると

戸が隠されているかも知れない。江戸の生活が

資料にある。妙に引き付けられるものがあって

垣間見られるかもしれない。
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流石に「時の鐘」付近は人の往来が激しい。
鐘の下に大勢の人が並んでいる。鐘でも衝く順

のなかった当時にあって火は恐ろしいもので
あったに違いない。

番待ちだろうか。「時の鐘」は「蔵」とともに

二番蔵だったか三番蔵だったか、この蔵造り

この街の観光のシンボルである。地元の人は

資料館は同時に消火、防火の歴史資料館でもあ

｢鐘衝く堂｣とのみ呼ぶらしいが、その方がこの

る。二番蔵には当時の手押しポンプなどがあっ

街の雰囲気に相応しいかもしれない。

た。子供の神輿のような竜吐水と呼ぶシーソー

しかし蔵の街になぜ「時の鐘」なのかがよく

のようなポンプと水鉄砲を組み合わせた消火

分からない。火の見櫓は残らなかったというの

器が展示されてあった。江戸時代外国から伝来

か。この街は度重なる大火が土蔵の街を造った

されたとあるが、名前ほどの勇ましさはない素

というのは言い過ぎではないだろう。「蔵の街

朴で稚拙なものだった。

川越」の歴史は大火との戦いだった。やはりこ

今日の終焉の地は養寿院である。菓子屋横丁

こは火の見櫓がふさわしいと思うが、一方で

は近い。養寿院は重厚な門構えである。山門に

「時の鐘」は逆光に黒々と夕色濃い空に溶け込

は夜目にも黒々と文字が彫られている。不許葷

んでやはりこの街に相応しいのかも知れない。

酒入山門とある。臭いの強い野菜（葱、韮、大

蔵造り史料館は「時の鐘」から間もなくであ

蒜）は他人を苦しめると同時に自分の修行を妨

る。この蔵造り資料館はもとは煙草卸商を広く

げ、酒は心を乱す。これらを口にした者は立ち

営んでいた 4 代目が明治 26 年の川越大火後類

入ってはいけないとの意味のようである。否、

焼をまぬがれた蔵に倣って造ったものだと頂

匂いの強い野菜は滋養を伴い活力の源となる。

いたパンフに記載されている。

適度な酒は心を鎮めると現在の医学は伝える。

帳場から一旦表に出る。蔵の前まで荷物の運

養寿院に寄る。住職は外出中とかで副住職が

搬に使ったトロッコの軌道が半分土に埋まる

由緒を話す。なかなか恍けた住職で、こんなに

ように敷かれていた。煙草が専売制になる前の

たくさんの人の前で話をしたことがないので

豪勢さがしのばれる。

うまく話せないというが、私には中々どうして

さらに奥に行くと蔵が長屋のように細長く

立派なものだった。由緒の豊かな寺のようであ

続いていた。一番蔵、二番蔵、三番蔵と続く。

る。時間を忘れたのかサービス心旺盛なのか留

黒漆喰仕上げ、観音門扉、鉄格子窓があって、

まることを忘れたように話す。やっと気がつい

延焼を防ぐ蔵の条件を満たす工夫が展示され

たのか終わりとなる。
表に出るとすっかり夜の帳が下りている。ゆ

ている。鬼瓦がカッと見開いた眼の形相で、迫
ってくる火を寄せつけないぞとでも言うよう

き届いた庭の管理である。

に睨みつけている。嘗ては各商家の屋根にはこ

疲れて菓子屋横丁は見なくてもよいと思っ

のような鬼瓦が乗っていたのだろうと思う。商

た。既にほとんどの店は閉まって閑散としてい

家の人の必死の願いなのか、この鬼瓦は蔵造り

る。歩き疲れて日が暮れて、あとはバスに身を

の重要な仕様ではなかったろうか。現代、落語、

ゆだねるだけ。菓子屋横丁の入り口付近で解散

講談、あるいは江戸の時代小説の中では「火事

式、ガイドの皆さんありがとう、お疲れ様でし

と喧嘩は江戸の華」など呑気な事を言わせてい

た。振りむけば１軒だけ店が開いているらしく

るが、一瞬に生命と財産を奪う火事の恐怖は消

裸電球の灯りがぼんやり辺りを際立たせてい

火技術が発達した現今も変わりない。消火技術

る。光の影とは違う本当の夜がそこにあった。
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中山道六十九次紀行（
中山道六十九次紀行（その 1２）
真田 雅行

＜今須宿－
今須宿－柏原宿－
柏原宿－醒ヶ井宿－
井宿－番場宿－
番場宿－鳥居本宿－
鳥居本宿－高宮宿
－愛知川宿－
愛知川宿－武佐宿－
武佐宿－守山宿－
守山宿－草津宿＞（
草津宿＞（58
＞（ ㎞）
美濃国西端の「今須宿
今須宿」
今須宿 から国境の細い溝を

となる。ここから草津までは肥沃で米もよく実

またぐと近江国の「柏原宿
柏原宿」で、ここは伊吹山
柏原宿

り、麻や絹を織り、蒲生野（がもうの）などで

と養老山地の山麓にあり、1.4 ㎞も続く長い山

薬草も豊富に採れた。

あいの宿場町である。

有名な額田王（ぬかだのおおきみ）の“あか

中山道はここからが湖東の穏やかな近江路

ねさす紫野行き標野（しめの）行き野守は見ず
や君が袖振る”は、近くの蒲生野
で大海人皇子に送った歌である。
さて柏原はお灸用の艾（もぐさ）
の産地として名高く、安藤広重は
この艾を売る店「亀屋」を画いて
いるが、ちょうど宿の途中に今も
この亀屋がそのまま残っていた。
次の「醒
醒 ヶ 井宿」は鱒の養殖で
井宿
有名だが、街道沿いに澄んだ水が
流れ、
「三水四石」といわれていて、
特に加茂神社の入口の「居醒の清
水」からは大量の水が湧き出し、
透き通った清流が道端を行く旅人
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と刻まれた道標を過ぎ６㎞行けば「高宮宿
高宮宿」
高宮宿 で

の心を清めてくれたことがよくわかる。
大昔、東国遠征から立寄った「日本武尊」
（や

ある。ここは宿場町と多賀大社の門前町として

まとたけるのみこと）が、この水で熱病を癒し

栄え、
“高宮上布”と呼ばれた麻織物で名高い。

たとの日本書紀の記述を示すかのように、傍ら

すぐ彦根だが、中山道は彦根城下には入らない。

に剣を高々とさし上げた尊の像が立っている。

次の「愛知川宿
愛知川宿」までは８㎞、途中に大手商
愛知川宿
社伊藤忠の生みの親・伊藤忠兵衛の生家跡を過

このあたりはもう米原で、新幹線の往来が遠

ぎて宿に入り、昔は暴れ川で大河だった愛知川

くに見通せる。
「番場宿
番場宿」に入り「蓮華寺」に立寄る。ここ
番場宿

に架かる「むちんばし、はし銭いらず」の標柱

には北條仲時ら 430 余名の墓がある。

がある無賃橋を過ぎれば、中山道は近江商人の
発祥地・五個荘町へと続く。

元弘３年(1333)京都六波羅探題だった北條
仲時は鎌倉幕府方から後醍醐天皇方に寝返っ

この一帯は織田信長の安土の楽市楽座（営

た足利尊氏に攻められ、鎌倉に逃れようとして

業・流通の自由化）以来の近江商人の伝統が残

北朝の天皇や上皇を連れて京からここ番場ま

り、勤勉で商才にもたけていた。

できたが、南朝方の土豪に遮られて、もはやこ

寄り道して外村繁旧家屋敷や近江商人屋敷

れまでと軍勢 430 余名と共に自刃し、天皇や

を訪れた後、更に寄り道して織田信長の「安土

上皇は京へ連れ戻された。

城址」を訪れ、数㎞歩いて「老蘇（おいそ）の

本堂右手の茂みの石段を上ると、430 余名の

森」を通り、児童が画いた旧道の道しるべを行

五輪塔がぎっしり並んでいた。

くと「武佐宿
武佐宿」
武佐宿 （むさ）に着いたが、今日は約
30 ㎞歩いて疲れたので、今も唯一営業してい

太平記に「都合四百三十二人同時ニ腹ヲゾ切

る旅籠「中村屋」に飛び込みで泊めてもらった。

リタリケル。血ハ其身ヲ浸シテアタカモ黄河ノ

翌朝７時、次の「守山宿」まで 14 ㎞のスタ

如ク也」とある。

ート。途中「鏡」というところまで来ると、奥

ただ山門の前を名神高速道路が無神経に横

州へ落ちのびる少年牛若丸が、元服して源九郎

切っているのは何とも無残である。

義経と名乗ったという元服地と池があり、更に

中山道はここ番場から摺針（すりはり）峠を

少し行った数ｍ横の茂みに、壇ノ浦で敗れて鎌

越えて「鳥居本宿
鳥居本宿」に入る。
鳥居本宿
東国から来る人々はこの峠で初めて琵琶湖

倉まで送られ、義経に京まで護送される途中の

を見た。大名・公家・旅人達もここの“立場茶

ここ「篠原」で斬首された平家の総帥・平宗盛

屋”（彦根藩が設けた茶屋本陣で望湖堂といっ

親子の胴塚があった（首は京の鴨川原で晒され

た）に必ず立寄り、絶景を眺め休息して行った

た）。従って平家が最後に滅びたのは壇ノ浦で

という。

はなく、ここ篠原である。
それにしても義経の元服地と宗盛が斬られ

今は樹木が一部遮っているが、それでもはる

た場所がほぼ同一地というのは偶然であろう

かに琵琶湖や竹生島が望める。
峠を下ればすぐ鳥居本で、宿の東はずれには

か。この日のこの時刻はあいにくの雨で、靄に

今も胃腸薬の“赤玉”を製造販売している「赤

煙る宗盛の胴塚の前で義経と宗盛の胸中に思

玉神教丸本舗」や油紙合羽の古い看板を掲げた

いを馳せた。
中山道はここから国道をはずれ、新幹線と東

店がある。
宿の南はずれの「右彦根道、左中山道京いせ」
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海道本線を横切り、銅鐸で名高い野洲（やす）

を通り「守山宿
守山宿」に至る。古くから「東門院守
守山宿

て東海道との追分に出ると、常夜灯を兼ねた石

山寺」の門前町として発展し、江戸時代は“京

の標柱があり、「右東海道いせみち、左中山道

発ち守山泊り”といわれて、京を出発して最初

美のぢ」と記されていた。

の宿泊地として賑わった。

数十ｍ先には五街道最大級の「草津本陣」が

さあ、「今宿の一里塚」を過ぎればいよいよ

完全な形で復元され、和宮を始め多くの大名な

中山道六十九次の最終「草津
草津宿
草津宿」で、ここで東

どが宿泊した宿帳などが多数保存され、一般公

海道と合流し大津宿へと続く。あと６㎞で長か

開されていた。

ったこの旅も一段落、ホッとすると共に最後の
力をふりしぼり、草津の商店街を通り抜け、草

（以上で中山道の旅を終えるが、ここから京都

津川（この川は草津の宿より高いところを流れ

までの旧東海道を次号で披露して最終とした

ていたので天井川ともいう）のガードをくぐっ

い。）

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７日(土)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

ママ･パパ･バーバ・ジージ、一緒に遊んで子育て

月 ７ 日 (土
土 )に能見台地区センターで開催さ

体験

れます。新しい学習の場を求めている方、学
習団体の設立や運営に参加したい方、街の先

“わ”の会
例年通りに会の活動内容の展示と新会員の

生になりたい方など、是非ともお出かけ下さ
い。

募集を行います。
なお、“わ”の会は他の学習団体や街の先生

メイン企
メイン企画

の代表者と共に実行委員会の一員として、フォ

展示・
展示・ステージ・
ステージ・体験：
体験：例年通りの街の先生と

ーラム全体の企画･パンフレット作成などの事

生涯学習団体が個別に行う活動内容の紹介で

前準備、当日の会場全体の設営など、裏方とし

す。区役所も展示に参加します。

ても活躍しています。

特別企
特別企画

詳細

国際人への初めの一
めの一歩： 語学や日本・世界の

「フォーラム
」のパンフレット
ォーラム KANAZAWA」
ンフレット
または区役所
区役所の
区役所のホーム
ホームページ

文化を学ぶワンポイント・レッスン・ラリー
あなたの学
あなたの学びがエコにつなが
につながる！： エコライ
フの実践にもなる学びを紹介

http://www.city.yokohama.jp/me/kanazawa/
12kurashi/10_８.html

キラッと
昔あそびにタイムト
キラッと ランド (昔
イムトリップ)：
ップ ：
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をご覧下さい。

太 郎 兵 衛 井 戸
熊谷 哲
｢太郎兵衛井戸｣は家田洋文氏が昭和 7 年

20 余年前に自分が海中へ突き落し、死んだと

(1932)執筆の『柴郷土史』に収載されていた“小

思っていたその時の僧がこの老僧であった。因

柴の昔話”である。平成になってこの『柴郷土

縁の恐ろしさに驚愕して肝を潰し顔色が変わ

史』の原稿の存在が判明し、小柴郷土史刊行委

った。老僧も驚いて尋ねると、太郎兵衛は決心

員会が平成 3 年(1991)に『金澤の歴史案内』の

して、懺悔のため一切を白状して老僧に詫びた。

第 2 部『小柴の歴史案内』として発刊した。

老僧は過去のことは許した。太郎兵衛の病気も

以下に、これに収められている｢太郎兵衛井戸｣

治った。太郎兵衛は己の財産の大半を罪滅ぼし

の概要を紹介する。

としてその寺に寄進した。その後太郎兵衛の商
売は繁盛せず、面白くいかなくなったため、再

むかし太郎兵衛という貧しい漁夫が小柴の

び故郷に帰りむかし住んだ家の井戸に身を投

田尻から小谷戸の辺り(元の米軍貯油施設辺り

げて死んだ。

か)に住んでいた。ある晩一人の僧が訪れてき
て、本牧へ急ぎの用向きで行きたいのだが、山

著者の家田洋文氏は、この稿を書いた昭和 7

道は不案内なので、船賃は弾むから船を出して

年頃はこの伝説の井戸の痕跡が残っていたと

くれぬかと頼んできた。太郎兵衛は考えて｢船

いう。またこのような伝説は仏教説話でもあり、

賃次第では行きましょう｣と話が決まり、直ぐ

他国にもあり、どの地のが真実か著者は知らな

船を出した。僧が船に乗る時、大きな風呂敷包

いとも書いている。

みをドシンと下ろした。その音は金銀小判であ
著者家田洋文氏
～1938)について
について
著者家田洋文氏(1865～
文氏

る。船を漕ぎだす。真っ暗である。小人の哀し
さ、太郎兵衛にふと悪心が出た。途中まで来た

慶応 1 年(1865)愛知県生まれ。教育家。明治

時に、時分はよし、場所はよしとて、僧を海中

35 年(1902)神奈川県秦野小学校教諭。38 年金

へ突き落し、南無阿弥陀仏を唱え、大急ぎで家

沢学校(現金沢小学校)に奉職し､小柴に住む。

に帰った。

昭和 4 年(1929)教職を退いたが、小柴に限りな

大金だったので使いように困り、江戸へ出て

い愛着を抱き、終世小柴に住し､ここに葬られ

綿屋を開業した。悪運強く繁盛して金持ちにな

ている。柴漁業組合の理事や青年会の指導者と

った。しかし風邪が元でぶらぶら病に罹り、い

して小柴に尽くした功績は顕著である。昭和 2

ろいろの売薬や医者にかかっても容易に治ら

年『武州金澤六浦案内』を、7 年『柴郷土史』

ない。或る人から｢保土ヶ谷の某寺の老僧の祈

を著した。『柴郷土史』は｢はしがき｣に漁村で

祷は如何なる難病でも治る｣との話を聞き、太

の史料収集の難しさを述べ、更に｢文章は粗野

郎兵衛は早速この寺を訪ね、祈祷を頼んだ。

であるが････柴村の現代語を使用した｣とあり、
小柴を勉強するためには好個の書である。

四方山話からこの老僧がこの寺を再建した
昔の苦心談をされたところ、あにはからんや
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2009 年５月までの予定

学習会
学習会

寺 社 を
巡 る 会

古文書を
読 む 会

ふれあい
の道
歩こう会
こう会

懐かしの
映 画 を
観 る 会

浮
雲
俳 句 会

パソコン
パソコン
を使いこ
なす会
なす会

注：表中の「 CC 」は、「 地区センター 」の略

2009 年 3 月

4月

5月
5 月 16 日(土) 9:30～
(予定なし)
(予定なし)
能見台 CC 総会、学習会：
かねざわの歴史事典編集余話
3 月 5 日（木）
5 月 7 日（木）
4 月 2 日（木）
集合：10:00 北鎌倉駅
集合：10:00 大船駅南口 集合：10:00 長谷駅(江ノ電)
ﾃｰﾏ：鎌倉：扇ヶ谷・山の ﾃｰﾏ：鎌倉：大船地区
ﾃｰﾏ：鎌倉：長谷地区
内地区(Ⅱ)
行動：大長寺～西念寺～熊 行動：八雲神社～円久寺～子
行動： 浄智寺～海蔵寺～葛 野神社～多聞院～常楽寺
守神社～高徳院～甘縄神明
原ｹ岡神社～佐助稲荷神社
宮～光則寺
～成福寺
3 月 12 日（木）金沢公会堂 4 月 9 日（木）金沢公会堂 5 月 14 日（木）金沢公会堂
日米修好通商条約
日米修好通商条約
金沢区資料を読む（その４）
3 月 26 日（木）金沢公会堂 4 月 23 日（木）金沢公会堂 5 月 28 日（木）金沢公会堂
谷津村小泉家文書
谷津村小泉家文書
谷津村小泉家文書
3 月 19 日(木)
千葉コース
⑧ 桜をめでるみち
(予備日：3 月 20 日）

4 月 16 日(木)
栃木コース
⑧ マンサクの花咲くみち
（予備日：4 月 17 日）

3 月９日（月）金沢ＣＣ
ある夜の出来事
米
3 月 23 日 （月）金沢ＣＣ
お茶漬けの味
松竹

3 月 29 日（日） 9：30～
金沢ＣＣ ２階 中会議室
テーマ：桜（花）を謳う
（日本の国花を愛でる）
3 月 3 日(火) WORD 基礎講
座：10 周年記念誌編集(2)
3 月 17 日(火) WORD 基礎講
座：10 周年記念誌編集(3)

5 月 21 日(木)～22 日(金)
栃木コース
① 赤銅のみち
23 ヤシオ咲く庚申のみち
○
（予備日：7 月 30・31 日）
4 月 13 日（月）金沢ＣＣ
5 月 11 日 (月)金沢ＣＣ
クレイマー･クレイマー 米
噂の二人
米
4 月 18 日 （土）金沢ＣＣ 5 月 25 日 (月)金沢ＣＣ
風と共に去りぬ
米
愛情物語
米
4 月 27 日 （月）金沢ＣＣ
楢山節考
松竹
4 月 26 日（日） 9:30～
5 月 24 日（日）9：30～
金沢ＣＣ ２階 中会議室
金沢ＣＣ ２階 中会議室
テーマ：桜鯛を詠む
テーマ：祭りを探る
（魚の王様桜鯛に迫る） (夏祭りを多角的に捉える)
4 月 7 日(火) パソコン活用 5 月 5 日(火) パソコン活用
術(利用範囲を広げる)(1) 術(利用範囲を広げる)(2)
4 月 21 日(火) パソコン相 5 月 19 日(火) パソコン相談
談室(疑問に答える)(1)
室(疑問に答える)(2)

いずれも、9:30～12:00
連絡先：学習
学習会
学習会 771-4393(岡本)
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)
パソコン
パソコンを使いこなす会
なす会 701-9775(林)

場所：金沢ＣＣ

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
こう会 783-4539(宮原)
浮雲俳句会
浮雲俳句会 774-3878(北野)

編集後記 ・２月だというのに「春はあけぼの･･･」
「三
発 行 日
月はうらうらとのどかに･･･」など枕草子の一節が頭を
発行周期
よぎり、心も体も浮き立つような日が増えてきました。 発 行 者
中山道道中記や小江戸川越探訪記など会員からの寄稿
も外歩きが多いのも気持ちを外に向けさせてくれま
編集責任者
す。皆様のお陰で「”わ”の会 10 周年」の記念すべき年
度の最終号をお届けでき、御礼申上げます。（I.A.）
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平成 21(2009)年 2 月 21 日
４回/年（2、5、8、11 月）
金沢区生涯学習“わ”の会
小
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