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１０周年記念事業の進捗状況、１０月の探訪の計画、ホーム

ページアドレス 及びメールアドレスの変更などのお知らせを

掲載しております。 
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ホームページ委員会からのお知らせ                 熊谷  哲 

4 ホームページアドレスとメールアドレス  運営委員会からのお知らせ 

 の変更 16 “わ”の会蔵書・資料 

学 習 会  会員短信 

5 学習会の感想（アンケート結果） 17 会員の著書紹介 

分科会代表からの便り  訂 正 
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18 2009年11月までの予定 
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 補訂版「かねざわの歴史事典」 

補訂版『かねざわの歴史事典』編集について

5月以降の進捗状況を報告します。 

①5月以降毎月 3回編集委員会を開催。 

②本文については追加項目を加えた全項目に

ついて見直しを進めている。誤り訂正･他項目

との記述レベルの整合･引用項目の追加などの

精査を推進中で､7 月末での進捗度は約 70%。 

③付属資料については、(a)歴史年表と文化財

リストなどの充実、(b)石塔･神社建築･区内社

寺一覧･近世の支配者の変遷･明治以降の行政

の変遷と新町名･古地名一覧･金沢関連諸家の

系図などの新資料の追加、を行うための作業推

進中。7月末での進捗度は約 50%。 

④秋以降は上記の本文や付属資料などに加え､

表紙デザイン･巻頭言などの付帯部分の版下作

成に取り掛かる予定。 

 

 変わりゆく横浜・金沢の風景  

総会でご報告以降、当委員会では風景写真の

選択や説明文言の作成などを着々と行いつつ

あります。どうか会員諸兄姉には、都度ご覧戴

き、ご感想を頂戴致したい。また、お気付きの 

の風景がありましたら、ご教示戴きたい。 

風景写真と説明文の作成を一応終了次第、ア

クセス方法の改善など「使い勝手の良さ」を目

指してゆきます。

 

 10 周年記念誌「“わ”の会 10 年の歩み」 
 

前回の会報２９号で、５月発行予定の“わ”

の会１０周年記念誌は８月頃の発行に延期さ

せて頂きますとアナウンス致しました。その８

月になり、真に申し訳ありませんが、再度延期

のアナウスをさせて頂きます。 

本年３月頃から編集委員の都合で原稿作成

作業がほとんど停止したままになっており、８

月になってもこの状態が継続しております。

2009 年度もすでに１/３が経過しましたので、

この時点で編集方針を見直し、早急に脱稿を図

ることも考えられます。一方、ここまで遅れて

しまいましたので、“わ”の会創設１１年目の

2009 年度中が１０周年記念誌発行の期限とも

考えられます。そこで記念誌編集委員会としま

しては勝手ながら編集方針は当初のままとし、

2009 年度中発行を目標に、未完となっており

ます学習会、会報、ホームページなどの“わ”

の会全体の歴史部分および記念誌全体のまと

め作業に取組ませて頂きたいと思います。 

すでに会員の皆様から頂戴しました「会員の

声」は、「パソコンを使いこなす会」のご協力

を得て印刷原稿に仕上がっています。 

また、各分科会からはその歴史原稿を頂戴し

ております。この状態でさらに発行が遅れます

ことはまことに申し訳なく存じますが、会員の

皆様のご理解をお願い申上げます。 
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 “わ”の会は｢金沢の歴史｣を学ぶ事を軸とし

ているが今年の学習会は横浜開港 150 年に因

んだものを多く取上げた。よって、探訪もこれ

に合わせる事とし、横浜市の中心地を巡ること

にした。 

 文化7年(1810)から元禄1年(1830)までの20

年をかけて編纂された『新編武蔵風土記稿』に

よると、横浜は｢民戸八十七、東北は海岸に傍

ひ、西は洲乾の湊にて、南は中村・北方の二村

に隣れり、東西十丁(約1.1km)、又は十七八丁

の處もある。南北も大抵十八丁(2 km)程なり。

水田少なく陸田多し、爰も天水によって耕植

す｣と記されている。 

要するに150年前の開港直前の横浜村は100

戸に満たない寒村に過ぎなかった。それが押し

寄せる国際情勢の変化に対応して開港せざる

を得なかったため、「横浜は神奈川の一部｣と主

張した幕府という政治権力の手で港は一朝に

して創出されたといえる。寒村に設けられた港

横浜を日本随一の開港場にのし上げたのは生

糸の輸出であった。 

 我々の住む横浜市は150年の間に367万人と

東京都に次ぐ大都市になった。探訪当日は市が

所有する｢はまどり」に乗船することで横浜港

湾の現在の様子を学ぶ。後半は、大桟橋をスタ

ート、ゴールは明治 9年(1876)に開園した日本

最古の横浜公園とした。所謂、「関内地域｣の史

跡を訪ねることで、開港当時に少しでも思いを

馳せることが出来、かつ、新しい時代に文化文

明の発信地となった港横浜への理解が深まれ

ば幸いである。なお､歩行距離は 4 ㎞、所要時

間は 3時間弱を予定している。 

 

＜実施要領＞ 

● 日  時：10 月 9日(金) 雨天決行  

● 集合場所：大桟橋埠頭ビル１階  

● 受付開始：10 時 00 分 

● 海上見学：横浜市所有｢はまどり｣に乗船、出港 10 時 30 分 (乗船時間:約１時間)  

● 昼 食 等：各自持参 ※ 昼食後、例年通り 2010年度の継続会員手続きを行います 

● 史跡探訪：市内史跡探訪コース順をご覧下さい 

● 懇 親 会：有志 会費 約 3,000 円 (会場は中華街 大珍皇宮御膳房) 

● ビジター：参加費 500 円  
 

＜市内史跡探訪コース順＞ 

① 大桟橋 (12時40分) → ② 象の鼻 → ③ 開港広場 → ④ 横浜開港資料館 → ⑤ 神奈川運上所

跡 → ⑥ 岡倉天心誕生の地 横浜町会所跡 → ⑦ 生糸貿易商 中居屋重兵衛店跡 → ⑧ 神奈川県

立博物館 → ⑨ 日本写真の開祖 下岡蓮杖顕彰碑 → ⑩ 日本で最初のガス灯 → ⑪ 太陽の母子 

(アイスクリーム発祥の地) → ⑫ 近代街路樹発祥の地 → ⑬ 鉄 (かね)の橋 吉田橋関門跡 → 

⑭ 港町魚市場跡 → ⑮ 横浜公園 (日本最古の公園) → 解散 (15時 30分) → 懇親会 (15時 40分

～17 時 30 分)  

○見学時間の都合上、横浜開港資料館､神奈川県立博物館の見学は施設の一部に限らせて頂きます。 
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“わ”の会のホームページと“わ”の会メー

ルのアドレスが本日（8 月 22 日）を以って下

記のように変更になります。従って、この会報

の表紙に記載のそれらのアドレスは新しいも

のに入替えてあります。 

なお、旧アドレスも９月５日までは有効で、

その日までは新旧両アドレスが並存します。こ

の間に会員各位のパソコンに記憶の『お気に入

り』や『アドレス帳』の変更をお願い致します。

 

 旧アドレス（９月５日まで有効） 新アドレス（８月２２日から有効） 
“わ”の会 
ホームページ http://wanokai.web.infoseek.co.jp/ http://kanazawa-wanokai.in.coocan.jp/ 

“わ”の会 
メール kanazawa_wanokai@infoseek.jp wawawanokai@nifmail.jp 

 
“わ”の会ホームページアドレス変更の理由と経過 

 

“わ”の会ホームページは 2004 年９月に

Infoseek 社が提供する有料(6300 円/年)のホ

ームページサービス「isweb ベーシック」に加

入し、同年 10 月から正式に運用を開始しまし

た。 

その後、順次掲載情報が増加し、2007 年 10

月にその限界容量である 300MB に近づきまし

た。そこで、Google 社が提供する無料の写真

アルバムサービス「Picasa ウェブアルバム」

に加入し、データ量の多い各種の写真集はそこ

に掲載する形で運用してきました。 

2008 年度になって、10 周年記念事業の一つ

であります「変わりゆく横浜･金沢の風景」が

スタートし、データベースを構築可能なホーム

ページサービスが必要なこと、２GB と容量的

に余裕があることから“わ”の会ホームページ

を統合でき、しかも費用を減額できることから、

同年６月に Nifty 社が提供する有料（5670円/

年）のホームページサービス「Lacoocan」に加

入しました。 

変わりゆく横浜･金沢の風景委員会の

「Lacoocan」での作業がある程度進行するのを

待ち、2009 年５月に“わ”の会ホームページ

本体を「isweb ベーシック」から「Lacoocan」

に仮りに移す作業を行いました。そして、これ

まで試行を重ね、“わ”の会ホームページと「変

わりゆく横浜･金沢の風景」が「Lacoocan」上

で問題なく運用できる事を確認してきました。 

以上の経過の後、いよいよ「iswebベーシッ

ク」契約期日である９月６日が近づいてきまし

たので、 本日の学習会の日を期して会員の皆

様にお知らせするとともに、“わ”の会ホーム

ページの本体部分を「Lacoocan」上で、写真集

は従来どおり「Picasa ウェブアルバム」上で

正式に運用を開始します。 

このように“わ”の会でのホームページ本体

部分のサービス利用先が変更になるため、上記

の表のように“わ”の会ホームページアドレス
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が変更になります。ただし、実際の変更はアド

レスの後半部分のみです。 

なお、契約が有効な 9 月 5 日までは「isweb

ベーシック」の“わ”の会ホームページの先頭

部分に「Lacoocan」の新しいホームページアド

レスを掲載し、新しいホームページにジャンプ

できるようにします。『お気に入り』に“わ”

の会ホームページアドレスを設定されている

方は、「Lacoocan」の新しいホームページに移

ったところでお気に入りに追加の操作を行い、

これまでのお気に入りに記憶の「isweb ベーシ

ック」の“わ”の会ホームページアドレスを削

除する操作を行って下さい。  

 
“わ”の会メールアドレスの変更の理由  

 

“わ”の会ホームページの開設と同時に“わ”

の会でメールアドレスを取得し、会員の皆様や

外部の方々との情報交換に利用してきました。  

利用開始後、しばらくして迷惑メールが混じ

るようになりましたが、これが徐々に増え、最

近では有効なメールが迷惑メールに埋もれて

見落しが生じるほどになりました。そこで、

“わ”の会で上記の表に記載の新しいメールア

ドレスを取得しました。本日からはこの新しい

アドレスの利用をお願い致します。 

なお、メールソフトのアドレス帳に“わ”の

会メールのアドレスを記憶の方は記憶データ

変更の操作をお願い致します。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1回学習会 「事典編集余話」 

開催日：2009 年 5 月 16 日  

場 所：能見台地区センター 多目的室 

講 師：“わ”の会会員 かねざわの歴史事典編集委員長 熊谷 哲 氏 

出席者：会員９２名 ビジター１名 合計９３名 会員の参加率：７５．４% 

 

① 全体評価 

 大変良かった：３０ 良かった：１９ 普通：３ つまらなかった：０  

･地元の興味深いはなしで意義深く拝聴した。  
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 ･熊谷さんの博識振りがうかがえた。 

・話の組み立て方が上手で、声の大きさも丁度良く、聴きやすかった。 

・学ぶ姿勢、改めて教わりたい。 

② 最も印象深かったこと 

・歴史は作られることが多いということが分かった。 

・理解しやすく説明してくれた。 

・金沢の歴史を改めて認識できた。  

・海軍道路や京急の歴史 

・活字になるとひとり歩きをする。文字の力を再認識した。 

・自分の目で確かめ、自分の言葉で話してくれた。 

・歴史に伝説が多いということが印象深い。 

③ もっと詳しく知りたいこと 

・金沢区の歴史全般。 

・海軍道路とその関係。 

・平田恒吉「金沢と六浦荘時代」。 

・鎌倉時代の終局。 

④ 熊谷先生にご講演を頂きたいテーマ 

・歴史事典余話、引続き聞きたい。 

・金沢の地名の起こり。 

・事典に書かれなかったこぼれ話。 

 

第 2 回学習会 「横浜開港と日本の近代化」 

開催日：2009 年 6 月 13 日  

場 所：金沢地区センター 大会議室 

講 師：横浜開港資料館 主任調査研究員 西川 武臣 氏 

出席者：９４名 ビジター２名 合計９６名 会員の参加率：７７．０% 

 

① 全体評価 

 大変良かった：４８ 良かった：１２ 普通：２ つまらなかった：０  

･明治初期の横浜の姿を豊富な資料で説明いただき、理解できた。 

･語りの歯切れの良さ、分かり易かった。 

・時折のユーモアもあり楽しかった。 

・幕末から明治にかけての時代の流れが理解できた。 

・タイミングの良い企画。 

② 最も印象深かったこと 

・横浜近代化の初期の動向、特に生糸などの貿易商の繁栄。 

熊谷 哲 講師 
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・鉄道開通による近代化や経済発展の様子が理解できた。 

・鉄道開通の話や外国人記者の話を交えられ、話に臨場感があり、 

認識を新たにした。 

・吉村屋の手紙から時代の世相や経済、政府の動きが理解できた。 

③ もっと詳しく知りたいこと 

・横浜開港時頃の金沢地域の状況。 

・何故、生糸商が衰退していったのか、貿易商個人のエピソードなどを含めて。 

④ 西川先生にご講演を頂きたいテーマ 

・幕末明治の横浜商人の活躍(続編)その後の発展（交通事情を含め） 

・西川先生の話は聞きやすいのでいかなる話でも結構です。 

・生糸貿易の流れなど実際の様子や絹の道の頃の歴史 

 

第 3 回学習会 「近代化の中の武士たち」 

開催日：2009 年 7 月 11 日  

場 所：能見台地区センター 多目的室 

講 師：横浜開港資料館 主任調査研究員 西川 武臣 氏 

出席者：会員９３名 ビジター３名 合計９６名 会員の参加率：７６．２% 

 

① 全体評価 

 大変良かった：３９ 良かった：８ 普通：２ つまらなかった：０  

・はっきりした表現なので話が分かり易く、理解がし易く楽しく聴けた。 

・下級武士の赤裸々な状況を知る事が出来た。 

・幕末から明治への切り替わりの混乱状況を、下級武士の生活 

 を通して理解出来た。 

・資料の裏づけ歴史の流れを新しい目で見ることを教わった。 

② 最も印象深かったこと 

・下級武士が幕末から明治への時代の変化の翻弄された生  

活が生々しかった。 

・無名の下級武士の没落する様子が良く分かった。 

・孤軍奮闘の一人の下級武士の姿。 

③もっと詳しく知りたいこと 

・武士の横浜開港時の関内での生活 

④ 西川先生にご講演を頂きたいテーマ 

・西川先生の話ならなんでも良い。来年度も聴きたい。 

・幕末の武士社会、庶民の生活、米倉藩士の生活 

・開港時から現代に至る横浜港の変遷 

西川  武臣講師
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《29 回例会》 H２１年４月２６日  

 

［秀 作］ 

天 賞 東京湾大型タンカー陽炎へり 祥代 

 兼題の＜陽炎＞は気象現象の一種。春の天気

のよい穏やかな日に地面から炎のような揺ら

めきが立ち登る現象である。飛鳥時代の歌人柿

本人麻呂の＜ひむがしの野にかげろひの立つ

見えてかへり見すれば月かたぶきぬ＞以来詩

歌の世界にも多く登場。芭蕉も＜かれ芝ややや

かげろふの一二寸＞。また一茶も＜陽炎にくい

くい猫の鼾かな＞と詠み、＜陽炎を抜け４次元

の別世界 一清＞は現代的に季題＜陽炎＞を

捉えている。 

 ところで掲句は、兼題＜陽炎＞を見事に生か

した写生句。しかも、その大景が気分壮快であ

る。そのうえ望見の＜東京湾＞ののどかな春色

と大型タンカーの硬質な取り合せが抜群であ

る。  

地 賞 蘖や三寸伸びて風掴む     素屯 

 二句一章の写生句。旬の季語・蘖（ひこばえ；

木の切り株から若芽が萌え出るもの）を見事に

キャッチした佳句。春の木の生命のたくましさ

と、活力が漲っている。 

 具体的には、＜三寸（10cm 程）伸びて＞風

を掴み、一段とその勢いを増したのである。そ

桜鯛（２９回例会の兼題） 

魚の王様＝真鯛のことである。瀬戸内海には毎年４月中旬頃外海から産卵のために真鯛が入

り込む。鳴門・紀淡・明石などの海峡を通って入りこむので、これらを鳴門鯛・明石鯛などと

いう。また瀬戸内海の中央部広島県の「鞆（とも）の津」の鯛網は有名である。 

一方、私どもの湘南地方では、毎年４月下旬頃になると小烏賊が取れはじめ、これを餌にし

て真鯛を釣るので烏賊鯛といっている。さらにこの頃になると外房でも勝浦や鴨川などで、大

物が取れはじめる。 

  青空より跳ねて来たりし桜鯛 一清 

第１１回金沢区民俳句大会への参加 

本会の主催は金沢俳句会。今年はわたくしどもの“わ”の会と同じく、この金沢俳句会も発

足１０周年を迎えた記念大会である。因みに、この金沢俳句会であるが、平成１１年に「俳句

を広く金沢区民の中に浸透させ、地域の文化の発展に寄与するため」誕生。爾来主たる事業と

して、一つが年次大会の開催。二つが吟行会の実施。三つが会員による例会の開催である。 

今回もこの大会へ他流試合だ。わが“浮雲”のメンバーは参加者の１/4。その成果は如何に？ 

  浜っ子の海風に酔ふ祭かな  一清 

 
｢浮雲俳句会」代表 北野 清市 
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れだけに少しブレーキを掛け、＜蘖の気負ひに

帽を乗せてやる 康雨＞の状態だ。いずれにせ

よ、徒長枝の成長の旺盛さに着目した鋭い作者
．．．．

の俳眼
．．．

に感服した。 

人 賞 渦潮の藍の中より桜鯛   十九 

さすがに魚の王様真鯛。先達の好む季題であ

る。さまざまな角度から詠み継がれているが、

その色のコントラスト
．．．．．．．．

に絞ってみても、＜よこ

たへて金ほのめくや桜鯛 青畝＞＜渦潮にも

まれし色の桜鯛 白山＞などがある。 

この点掲句は、鯛釣の醍醐味に焦点を当てた

ものである。ドスンとした当たりがあり、大物

を予感する鯛の重さが釣糸に伝わる。最初はな

かなか上らない。鯛との海底の綱引きである。

途中でも何回となく鯛の力に引っ張られ、鯛と

作者の長時間の格闘の末、手繰り寄せ----。 

やっと＜渦潮の＞湧き上がる＜藍＞色の中

にチラチラ見え隠れする真鯛。作者の感動がビ
．．．．．．．

ンビンと伝わって
．．．．．．．．

来る。 

〔特 選〕 

遊糸立つ旗艦三笠の老躯かな    一馬 

 ハイウェイ陽炎立ちて揺らぐ影   岩介 

 陽炎を突き破りたるロングパス   三旦 

薯の芽やそろり地球を破りけり   一梲

 

《３０回例会》 H２１年５月２４日  

 

［秀 作］ 

天 賞 虹立つや東京湾の大天井 とも女 

 虹は大気の光学現象。雨上がりのときなど、

太陽と反対側の空に現れる七色（紫・藍・青・

緑・黄・橙・赤）の美しい光環である。英語で

レインボー（rainbow）。フランス語ではアルカ

ンシェル（arc-en-ciel）といい「空に架ける

アーチ」を意味する。「あの虹の架け橋を一度

渡ってみたいなあ！！」。特に、純真な子供達

にはまさしく不思議な現象であり、神秘的な贈

り物。夕立などの雨上がりの空に太陽の光に誘

われた大きな橋。大自然の織りなす彩色は見る

人達を魅了する。 

 この点、掲句は東京のお台場での力作。その

肺活量の大きな写生句に驚嘆
．．．．．．．．．．．．．

する。＜虹立つ＞

弧を＜東京湾の大天井＞に仕立てあげたので

ある。スケールが大きい！！この＜東京湾の大

天井＞に仕立てたドームの中では、いろんなシ

ョーが始まっている。多分人間の生き様を描い

た現代劇もあるかも知れぬ。 

地 賞 青嵐皓歯居並ぶ小原台   素屯 

 防衛大学校は、東京湾に面した遠く富士も望

める地元三浦半島観音崎の小原台にある。 

昭和 28 年に外国の士官学校に倣って発足し、

すでに 2 万人を超える陸･海･空の幹部自衛官

を養成。殊に、平成 4年以来女子学生の入校が

始まり、現在 120名の女性幹部自衛官が研修中

である。 

 掲句は防大への挨拶句。とりわけ目下教育訓

練中の女性幹部自衛官にスポットを当てたも

のである。五月初旬、万緑を吹きゆるがせる＜

青嵐＞の中、作者は防大を訪問。そのとき注目

したのは、＜皓歯居並ぶ＞幹部自衛官であった。

＜皓歯（こうし）＞の措辞の発見が大手柄で、

これを「美人」と表示しては余りにもストレー

ト過ぎ、いわゆる綺麗仕立ての謗りを受けかね

ない。俳句は 17 音という短詩であるだけに、

“適切な語彙
．．
（ごい）”ボキャブラリ

．．．．．．
ー
．
（ラテ

ン語；Vocabulary）の活用
．．．

が極めて肝心だ。 

人 賞 万緑や風に輪を乗せ鳶の舞 十九 

 “万緑”は、草木が見渡す限り緑一色の状態。

一面の緑を「万（ばん）」で表し、その音も強

く響く季語である。王安石の「万緑（ばんりょ

く）叢中（そうちゅう）紅（こう）一点」（詠
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柘榴詩）《あたり一面の新緑の中に紅い花が一

輪だけ咲いている意》。この“万緑”を中村草

田男がはじめて句に使い、＜万緑の中や吾子の

歯生え初むる ＞と詠った。しかもこれが草田

男の主宰する俳句結社のネーミングにもなっ

ている。このようななか掲句は、省略法の「や」

切りによって二句一章に詠い上げている。 

しかも、「や」切りにより、＜万緑＞と＜鳶

の舞＞が響き合い句に動きが加わった。 

なお、作者はこれより少し前、別の結社の句

会で、＜万緑に万の彩あり箱根越＞と“万緑”

の素晴らしい景を出句している。 

〔特 選〕 

 地を揺する祭囃子の太鼓の音    一梲 

 祭笛町屋寺前州崎まで       勇平 

 馬車路に蹄と汽笛祭笠       國眼 

 夏祭り水面をわたる笛太鼓     好童 

 

《第 11 回金沢区民俳句大会への参加》H２１年６月７日  

 

［秀 作］ 

天 賞 八景を墨絵に沈め梅雨に入る(他の結

社) 

地 賞 老鶯や｢落石注意｣標旧る     一馬 

人 賞 沙羅の花こぼれて惜しむ別れかな(他

の結社) 

 ここでは地賞に絞って選評しておきたい。

“老鶯”は、漢詩の言葉であって老いた鶯では

ない。 

鶯といえばその声が珍重される。先ず、晩冬

の「地鳴き」は「チャツ・チャツ」。次いで、

早春の「囀り」は縄張り宣言でもあって「ホー

ホケキョ」。さらに夏の老鶯の「谷渡り」は「ケ

キョー･ケキョー」である。このようないろん

な声の持ち主だけあって、俳諧時代から俳句に

よく詠まれ、芭蕉も老鶯を＜うぐひすや竹の子

藪に老いを鳴く＞。また＜老鶯や貴船鞍馬の幾

つ谷 東洋城＞。＜夏うぐひす総身風にまかせ

ゐて 信子＞などがある。 

 掲句は二句一章の写生句。上５もそれ以外の

フレーズも、「老い」を伺わせる措辞。そして、 

この二つのフレーズ、＜老鶯＞と＜「落石注意」

標旧る＞によりリフレーン効果
．．．．．．．

を高め、俳句は 

“格”の文学だというが、品格のある秀句
．．．．．．．

とな

っている。大自然のもと「花鳥諷詠」を愛で、

まさに至福のひとときを詠った一句だ。 

［特 選］ 

 スマッシュの突き刺すコート汗の玉 十九  

 交番に日の丸なびくみどりの日 (他の結社) 

 片蔭を選びて夫の車椅子   （他の結社） 

 万緑の三山抱く称名寺       祥代 

 ここでもわが「浮雲」のメンバーの句に絞っ

てコメントしておきたい。先ず一句目であるが、

普通大きな大会では、このようなスポーツ俳句

はなかなか目にとまらない。それだけにフレッ

シュな感がした。殊に＜スマッシュの突き刺す

＞とストレートな切り込み方が抜群である。 

 次に 4 句目であるが、典型的なご当地俳句。

＜万緑＞が＜三山＞すなわち本堂に向かって

左から金沢山、稲荷山それに日向山を包み込ん

でいるのである。春夏秋冬いつも＜称名寺＞は

これら三山と係わりあっているが、夏季は何と

いっても＜万緑＞に抱かれた称名寺に限る。 

 地元の結社「末黒野」の合同句集の序文に、

元主宰・青木重行氏が、｢俳句を始めて 70 年。

代表句と問われて答えることの難しさ｣と云い

ながら 5句を掲載。その中の一句に＜万緑にゆ

だねしごとき命かな＞と、これまた「万緑」の

季語が力強く働いている。 
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“わ”の会ふれあいの道歩こう会のメンバー

5 人が“春のみちのくの旅”に出かけた。4 月

24 日(金)午前７時 30 分、東京駅 22 番ホーム

に参集し東北新幹線「はやて 5号」に乗車、手

には仙台までの乗車券、指定席券を持っている。 

 3年前の中仙道木曽路の旅の第2弾をと話が

持ち上がり、メンバーの 1人が奥州街道を踏破

進行中、仙台付近に差し掛かっていたのでこの

機に便乗しようと相なり、今般 2泊 3日の出発

となった。 

 今回も徒歩での行脚を中心とした旅で観光

バス、車は利用せず出来る限り自分の足で歩こ

うと決め、仙台、多賀城、塩釜、松島と“みち

のく”を目指した。 

このルートは松尾芭蕉が元禄 2 年(1689)46

歳の春から秋にかけて日光路、奥州路、出羽路、

北陸路と歩んだ“奥の細道”の奥州路の一部と

同じルートであり興味も一段と高まり、芭蕉の

足跡を辿りながら奥州・伊達文化の薫る地を訪

ねる行程となった。 

 

第 1 日目(4 月 24 日) 

 仙台駅着、徒歩で青葉城址公園へ向う。好天

気ヒンヤリした空気の中、市街地を通り、東北 

大学キャンバスを通り抜け、半導体で高名な西

澤名誉教授宅前を経て広瀬川を渡り、「経ヶ峯

歴史公園」に到着。「瑞鳳寺」に続いて仙台藩

祖・伊達政宗公墓屋の「瑞鳳殿」参拝、桃山様 

式の遺風を伝える豪華絢爛な廟建築はひとき 

 

 

わ目を引いた。 

 次いで「青葉城址公園」に着く。往時をしの 

ぶ石垣、やぐら跡地、支倉常長像等を臨み本丸

跡広場へ。政宗公騎馬像、土井晩翠詩碑等見学

し城内を散策。 

展望台から仙台市街地を眼下に、北方には残

雪をいただく東北地方の山 ・々栗駒山連峰など

鮮明に眺望出来た。 

芭蕉は旧暦 5月、名取川を渡って仙台に入り

４～５日逗留、緑深まる仙台城等各所を訪れて

いる。我々はその杜の都の名にふさわしい新緑

の公園を後にして広瀬川を再び渡り、美術館、

学園地域を通過し、林 子平の墓のある「龍雲

院」へと向かう。 

寛政の三奇人とも言われ、徳川三百年の鎖国

政策の夢醒ますべく日本の進むべき道を説き、

奇有な運命をたどった人物。晩年有名な“六無

斎の歌”を残している。 

また作曲家・万城目 正の墓碑があり、戦後

を風靡した“りんごの唄”の発祥地であると寺

の案内にあった。  

次いで北山地区の「輪王寺」に向かう。市街

地外周辺北部に位置し諸寺多く寺町を構成し

ている地域。伊達家ゆかりの曹洞宗金剛宝山輪

王寺、横浜の総持寺とも縁あり。 

この寺の庭園は東北有数の名園、園内散策、

老師とも面談する。 

 この地で時刻午後 4時を回る。市内バスにて

仙台駅へ向かう。バス停前の和菓子屋で名物
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“ずんだ餅”を食す。鮮やかな若草色のあんが

美味であった。駅近くのホテルにチェックイン。  

夕食を兼ねこの地に明るいメンバーの案内

で夜の仙台探訪となる。新鮮な魚介類の地元料

理に地元酒で乾杯、仙台名物の牛タンも食し本

場の味を満喫。 

お決まりの 2次会。カラオケへ席を替え、青

葉城恋唄、青葉・国分・一番町のご当地ソング

を歌い上げ、仙台の夜はふけゆく。本日の総歩

行数：２６，５８１歩 （15.9 ㌔） 

 

第 2 日目(4 月 25 日) 

 早朝から降雨、天気予報通りで残念、気温も

やや低い。午前 8時ホテル出発。旅支度は上下

のレインウエア、リュックにはレインカバー、

帽子や靴にも配慮、手に折りたたみ傘。 

仙台駅から東北本線で陸前山王駅まで乗車。

その先街道筋を雨中の行軍開始、多賀城へ向か

う。最初に｢東北歴史博物館｣に立ち寄る。 

この地域の旧石器時代から現代までの資料

展示、伝統文化を幅広く紹介している博物館。

館内一巡後、JR 国府多賀城駅前の観光案内所

に立ち寄り資料求める。 

タイミングよくボランティアガイドが自発

的に付近一帯の多賀城跡のガイドを買って出

てくれ、我々5人を雨の中熱心に案内してくれ

た。ここ「多賀城跡」は奈良・平安時代に隆盛

をきわめ、陸奥国府であり陸奥、出羽を統括、

この地に政庁があったとみられる。 

域内には日本三大古碑の一つである「多賀城

碑（壷の碑）」があり、国の重要文化財に指定

されている。 

芭蕉はこの地を訪れ｢壷の碑｣を見つけ感動

した心境を“奥の細道”に記している。雨に洗

われた遺跡の数々は我々をひと時はるか遠い

ロマンの世界へと導いてくれた。 

 多賀城跡を後にして相変わらず降り続く雨

の中、徒歩で塩釜に向かう。道中｢陸奥總社宮｣

に参拝する。陸奥国３１郡百社の神が合祀され

ており樹齢 600 年余の老杉と白木蓮が有名。 

付近一帯古木多く歴史の重みを感じる。 

 塩釜への道、途中一部迷うも午後 1時ごろ塩

釜市中に到着。雨中の歩行で体も冷えてきてい

るので昼食に温たかいそばと熱燗で一息いれ

る。本来塩釜ならば寿司の本場だけに食したか

ったが今回は残念。昼食後「塩釜神社」へ向か

う。神社は海に面した高台にあり、表参道から

見上げる石段とその奥の本殿、拝殿は雨に煙り

厳粛な雰囲気が漂う。 

202 段の急傾斜の石段を手すりに伝わりゆ

っくり登る。足元には石段を流れ落ちる雨水が

降りかかる。 

本殿前には明日から始まる“花まつり”に出

陣の御輿が準備中であった。塩釜神社は東北を

鎮護する「陸奥国一ノ宮」で“しおがまさま”

と昔から親しまれている。 

旅の無事を祈願。境内には国の天然記念物に

指定されている“塩釜さくら”が多く、桜の名

所でもある。隣接地に「志波彦神社」があり参

拝する。裏参道を下り近くの｢御釜神社｣へ。塩

釜神社の末社で司馬遼太郎の“街道をゆく”に

登場する神社。両神社とも芭蕉の足跡あり、句

碑、記念碑が存在した。“奥の細道”の一節に

塩釜神社の宝燈、石段にふれた箇所がある。  

 塩釜市には珍しいことに JR の駅が４つもあ

る。東北本線の｢塩釜｣駅、仙石線の｢西塩釜｣

駅、｢本塩釜｣駅、｢東塩釜｣駅と。塩釜神社は昔

から全国各地から多くの参拝客を受け入れて

いたのだろうと想像する。 

 雨はいぜんとして止まず気温も低くなる。本

塩釜駅から松島まで JR 線乗車、松島海岸駅で

下車（計画では塩釜から松島までは歩く予定で

あったが雨天で中止とする）。ホテル(旅館)は

駅前にあり午後 5時到着。 
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 5 人一緒の大部屋で窓外には海岸が眼前に

せまり絶好のロケーション。 

ただちに温泉入浴、一息いれる。夕食は部屋

食で御膳をならべ地元酒“浦霞”を楽しみなが

ら談笑、旅の疲れを癒した。食後早々に就寝。

本日の総歩行数、：２１，４７１歩（12.9 ㌔） 

 

第３日目（4月 26日） 

 天候 雨、小降りではあるがいぜん降雨つづ

き。午前 9 時日本三景の一つ松島散策に出発。

芭蕉が｢扶桑第一の好風にして、およそ洞庭、

西湖を恥じず｣と“奥の細道”の中で称賛した

松島湾は大小２６０余りの島々からなつてい

る名所。ポイントを雄島、五大堂、瑞巌寺、福

浦島とし遊覧船乗船は天候次第とする。 

 最初にホテルから 5 分ほどの｢雄島｣に向か

う。周囲１キロ程の小さな島だが風雨の中一周

する。松島湾の眺望は残念ながら鮮明には望め

なかったが、雨に煙る近くの島々の姿は水墨画

の如くで趣きがあつた。 

島内には国重要文化財の「頼賢の碑」を中心

にいたるところに記念碑、歌碑、句碑があり、

芭蕉の足跡もある。 

芭蕉は塩釜から船で松島入りし、ここ雄島の

磯に到着。またこの島は松島地名発祥の地とも

言われている。次いで海岸通りを五大堂に向か

う。悪天候ではあるが観光客多く、さすが名所

松島だけのことはある。 

 松島のシンボル｢五大堂｣。海に突き出た四角

錐の屋根の建物はパンフレット等の写真でよ

く見かける風景。“すかし橋”を渡って参拝す

る。秘仏五大明王像を安置した建物は国重要文

化財に指定されており、雄渾な桃山建築として

東北地方最古のものと言われている。 

次いで今回の旅の本命瑞巌寺に向かう。海岸

通りから少し山側に入った位置。｢瑞巌寺｣は民

謡“斎太郎節・・松島のサーヨー瑞巌寺ほどの

寺もないトェー・・”と唄われている松島を象

徴する存在。奥州随一の禅寺で伊達家の菩提寺。

総門から鬱蒼たる杉並木の参道がつづき、右側

には苔むした洞穴（やぐら）と石仏像が立ち並

び厳粛な雰囲気をかもし出している。 

本堂(方丈)は国宝。豪壮な建物とその内部を

飾る数々の障壁画は本堂とは別件で国重要文

化財に指定されている。 

本堂前の臥龍梅は開花終わり残念、紅白双樹

の枝ぶりは見事。参拝後宝物館で千年余の歴史

を物語る宝物の逸品を観賞する。境内には芭蕉

の記念碑あり、当寺に元禄 2 年（１６８９）5

月に参拝したとの記録が寺年表にある。 

 昼食に“まつしまそば”を食す。温たかいそ

ばに牡蠣、ささかま、わかめが入りなかなかの

美味なり。次いで「福浦島」へ向かう。 

海岸の東側に浮かぶ島で全長２５２ｍの朱

塗りの橋を渡って入島、海の上を歩いている感

覚。島内は自然植物公園となっており、遊歩道

完備、島内周遊で海岸から見られない松島湾の

島々が別の角度から眺められ“陸の遊覧船だ”

とは同行メンバーの言。この頃雨やみ空も明る

くなるが遊覧船の島めぐりは中止した。 

福浦島から戻る途中土産物店へ立寄り、今回

の旅も終焉。ＪＲ松島海岸駅から仙台へ向かう。  

車窓から松島海岸を臨むもこれで松島とも

お別れ・・松島や ああ松島や 松島や・・。 

 本日の歩行数 １６，８１４歩（10.0 ㌔） 

 3 日間総歩行数 ６４，８６６歩（38.8 ㌔） 

 

仙台からの帰路、新幹線は予定より繰上げ、車

中で反省会、東京駅午後 6時前無事帰着。 

今回の旅は天候に恵まれなかったが、仲間と

過ごした充実した 3 日間と無事完歩した安堵

感とで今は満ち足りた気持ちでいる。 “わ“の

会での交流で得た貴重な友情の絆があればこ

そ実現した旅であった。同行メンバー各位に深
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く感謝する。惜しむらくは好天気下であればと

悔やまれるが奥の細道の四大廻廊(瑞巌寺、中

尊寺、毛越寺、立石寺)や松島の四大観(麗観、

壮観、幽観、偉観)等次回以降訪ねる楽しみも

残っている。いつの日にか満願としたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 月の学習会でお話した内容の抄録ですが、

紙面のこともあり、出来るだけ配布資料(レジ

ュメ)との重複を避けましたので、レジュメを

併せてご覧願います。 

 

Ⅰ.事典編集の基本(レジュメの付記) 

執筆者全員が原典を見て｢自分の言葉｣で説

明文を作成したことに尽きます。通俗の案内書

やインターネット情報は参考やヒントにはな

るが説明文の根拠にはなりません。 

 

Ⅱ.金沢の郷土史料(レジュメの第４項) 

最も重要なのは次の 3点で読み易い。 

● 江戸幕府編纂『新編武蔵風土記稿』天保 1

年(1830) 

● 平田恒吉著『金沢と六浦荘時代』大正 3 年

(1914) 

● 金沢区役所『図説かなざわの歴史』平成 13

年(2001) 

 

Ⅲ.金沢の軍用道路(レジュメの第３項) 

瀬戸神社南側の国道 16 号線から市大(旧海

軍航空技術廠支廠)への道路が｢海軍道路｣で､

昭和 12 年頃に神社南側の山稜を切通として開

削された。書かれた記録としては金沢に残る唯

一の軍用道路である。 

この道路を平潟湾上に延長し追浜飛行場(現

在は日産の工場)に接続する構想があった。泥

亀一･二丁目と大川は当時全て海軍用地(旧大

橋新田←泥亀新田)となっており､海軍はこの

広大な地域に巨大な軍用機組立工場を建設し､

完成した軍用機をこの道路を使用して追浜へ

運び､各航空隊に配給しようとしたものである｡

終戦のため実現しなかった。 

戦後泥亀地域が官庁街や公務員住宅になっ

たのはこの地域が海軍用地(国有地)だったこ

 

 
           事典編集委員長 熊谷 哲 



 
15 
 

 

とによる。湘南電鉄(現京急)金沢文庫･八景の

両駅を数百 m東に移す構想もあったという。 

 

Ⅳ.余話(レジュメの第１項)  

過去には歴史や伝承の創作や変歪もあった。 

● 青砥藤綱墓碑：地域の名称が本来の｢オオ

ト｣から｢青砥｣になった要因という。 

● 青砥オブツナ様：青砥藤綱墓碑の脇の小祠。

昔この土地の人がお伊勢参りの際に諏訪を回

って戻った｡ 

途中背中の荷が急に重くなったので帰宅後

調べたら仏像の形をした石が出てきた。これを

御諏訪様として祀ったのが起りとされている

が､のち廃れたのでオブツナ様を建てて崇めた

という。 

オブツナは産土神の転化とみられている。 

● お伊勢参り：伊勢神宮神職の御師の活躍が

あり幕末には年間 40 万人もの人々が伊勢を訪

れた。お伊勢様は天皇の祖先という意識ではな

く幸福をもたらす神と認識していた。 

お伊勢参りでは講を組んでいた。金沢の旧家

(瀬戸神社･松本家･小泉家など)の古文書に｢伊

勢講｣の記録が残っている。2 月上旬出発､箱

根･熱田･桑名から山田に入り､御師の館で山海

の珍味や美食を堪能､伊勢神楽を奏上する。 

伊勢踊りも見物。参拝後は､吉野･奈良､難波

から船出して金毘羅参り､戻って京都･草津か

ら中山道･善光寺を経て 3 月に帰着する､とい

う過密スケジュール。 

● 能見堂：藤原道長･巨勢金岡伝承は江戸時代

創作の『金沢能見堂八景縁起』が基。 

● 称名寺と亀山帝：称名寺は亀山帝の勅願所

だった。 

● 応長の大津波と海中出現観音：津波から三

十数年も海中におられたとは思えない程観音

様は綺麗です。今は称名寺金堂の内陣左側に祀

られている。榎地蔵･洲崎のまわり地蔵や川崎

大師･長谷観音など海から来られた仏様が各地

に多く見られる。 

● 金沢北条氏の子孫：金沢貞安と千秋の建て

た金沢文庫古址碑は仁王門の東脇にある。 

● 兼好：江戸時代『徒然草』の流行で多くの

伝記が創作された。金沢へは来たが逗留はして

いない。吉田兼好という名も江戸時代の創作で

当人の預り知らぬこと。 

● 美女石：家田洋文が著書『武州金沢六浦案

内』で｢美女石｣とした。 

● ペリー来航時の余話：龍華寺の梵鐘を小柴

の山に運んで大砲に見せかけた。これは事実。 

● 榎地蔵：水戸黄門が海へ棄てさせた地蔵が

常陸に流れ着いたので、返して祀ったというが､

石の６体ものお地蔵様のこと､不思議だ。 

● 鎌倉の大仏は美男におわす：与謝野晶子夫

妻は自民党有力者与謝野馨氏の祖父母。 

● 源範頼生存説：修善寺で討死･瀬ヶ崎で自

害･落ち延びた､などの説がある｡落ち延び説の

詳細は関靖著『かねさは物語』に記載されてい

る。子孫と称する人が江戸時代に瀬ヶ崎にあっ

た太寧寺に来て｢範頼の画像｣を修理させてい

るが､子孫ならば真先に墓に詣でると思うがそ

の記録は無い。 

● 小山若犬丸二児の墓：六浦の生協近くの崖

の上にある 3 基の五輪塔。最近擁壁が出来た。

大正 3年(1914)平田恒吉が著書『金沢と六浦荘

時代』の中で､小山若犬丸(隆政)の 2 名の遺児

と従者の墓と｢推断｣したことから｢二児の墓｣

となった。江戸時代は｢玉世姫の墓｣としている。

詳しくはレジュメを参照。 

● 浄林寺：環状 4 号線の｢朝比奈｣バス停の北

に見えるこの廃寺の方形造の屋根は美しい。 

 

Ⅴ.金沢の泉･祭･松(レジュメの第２項) 

時間が無くなってお話出来ませんでした。レ

ジュメをご参照下さい。 
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会報 26 号(2008/8)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

(045-782-8147 小俣)、または電子メール（wawawanokai@nifmail.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) 

36 鶴見歴史の会 郷土つるみ 第 65 号 2008.11.13 鶴見歴史の会 
2008.12 

(寄贈:発行元) 

37 宮原宏至、他 ふれあい記録 第２集 2009.3.19 
ふれあいの道 

歩こう会 

2009.3 

(寄贈:発行元) 

38 
横浜郷土史連絡 

協議会 

横浜郷土史連絡協議会 

会報 Vol.3 
2009.4.11 

横浜郷土史連絡

協議会 

2009.4 

(寄贈:発行元) 

39 
“わ”の会「古

文書を読む会」 

【地域資料を読む ４】 

金沢区 諸家古文書 
2009.3 横浜開港資料館 

2009.4 

(寄贈:発行元) 

40 鶴見歴史の会 郷土つるみ 第 66 号 2009.5.30 鶴見歴史の会 
2009.6 

(寄贈:発行元) 
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 著 者：真田 雅行さん 
 書 名：江戸時代の五街道を歩く 
 発 行 元：真田 雅行さん(自家出版)  
 発行月日：2009年 6月 20日 
 価  格：1,500円 (書店では販売しておりません) 
 目  次：はじめに          
      東海道五十三次紀行    甲州街道紀行 
      中山道六十九次紀行    奥州街道紀行 
      日光街道紀行       三国街道紀行 (付録) 
 体  裁：Ｂ５版、79ページ、写真はオールカラー 
“わ”の会の会報に「中山道六十九次紀行」として 13 回にわたり掲載された紀

行文を含め、五街道分を集大成された本です。五街道 1,650ｋｍを 7 年間かけた

踏破の記録です。ただ単に街道を歩くだけでなく街道沿いの史跡や名所も訪れ、

この寄り道分を含めると 3,000km 近くの紀行文です。申し込みは運営委員会へ。 
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  会報２９号、19 ページ「三艘の文殊堂」の三点と 20 ページ「行事予定」「８月の 

学習会」の欄の開始時間を誤って記しました。大変ご迷惑をおかけ致しました。 
 

 １９ベージ ①左列上から７行目  年戌    年亥 

       ②左列上から 8行目  この戌年は    この亥年は 

       ③左列上から 10行目 天正３乙戌年    天正３乙亥年 
 

 ２０ベージ ８月２２日(土) 9:30～   ８月２２日(土) 13：00～ 
        
  訂正し、お詫びいたします。 
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2009 年 9 月～11 月までの予定     注：表中の「 CC 」は、「 地区センター 」の略 
 2009 年 9 月 10 月 11 月 

学習会 

9月 12日(土) 9:30～12:00 

金沢ＣＣ 学習会： 

開国日本と横浜中華街 

10 月 9 日(金) 10:00 集合： 

大桟橋埠頭ビル 1Ｆ 

「はまどり」乗船と市内探訪 

11 月 14 日(土) 9:30～12:00 

能見台ＣＣ 学習会： 

戦国時代の金沢 

寺 社 を 

巡 る 会 

9 月 3 日（木） 

集合:10:00 藤沢駅(北口) 

テーマ：藤沢：中央地区 

行動：庚申塔～江島弁財天

道標～藤沢宿本陣跡～永

勝寺～義経首洗井戸～白

旗神社～妙善寺～遊行寺 

10 月 1 日（木） 

集合：10:00 ＪＲ逗子駅 

テーマ：逗子：西部地区 

行動：延命寺～三浦胤義孤碑

～宗泰寺～六代御前の墓、長

柄桜山古墳～郷土資料館～

鐙摺城址 

11 月 5 日（木） 

集合：10:00 ＪＲ逗子駅 

テーマ：葉山 

行動：新善光寺～大昌寺～猪

股・岡部両将の墓～杉山神

社～葉山水源地～平兼盛墓

～葉山御用邸 

古文書を 

読 む 会 

9 月 10 日（木）金沢公会堂 

生麦殺傷事件 

9 月 24 日（木）金沢公会堂 

谷津村小泉家文書 

10 月 8 日（木）金沢公会堂 

生麦殺傷事件 

10 月 16 日（金）金沢公会堂 

谷津村小泉家文書 

11 月 12 日（木）金沢公会堂 

(会場仮) 生麦殺傷事件 

11 月 26 日（木）(会場未定) 

谷津村小泉家文書 

ふれあい 

の道 

歩こう会 

9 月 17 日(木) 

栃木コース 

⑮ ゆうがおのみち 

(予備日：9月 18 日） 

10月 15日(木)-16日(金)栃木 

コース（予備日：12月 17-18日） 

②、③、④ のみち  

10 月 29 日(木)-30日(金) 

①、No23 のみち（予備日未定） 

11 月 19(木) 

栃木コース 

⑬ 麦笛のみち 

⑭ 風土記のみち 

（予備日：11 月 20日） 

懐かしの 

映 画 を 

観 る 会 

9 月 14 日 （月）金沢ＣＣ 

   上流社会 (米) 

9 月 21 日 （月）金沢ＣＣ 

   五瓣の椿 (松竹) 

9 月 28 日（月）金沢ＣＣ 

   恐怖の報酬 (仏) 

10 月 19 日（月）能見台ＣＣ 

   追憶 (米) 

10 月 26 日（月）能見台ＣＣ 

   アフリカの女王 (米) 

 

 

11 月 9 日(月) 能見台ＣＣ 

   夫婦善哉 (東宝) 

11 月 23 日(月) 能見台ＣＣ 

 心中天の網島 (表現社) 

浮    雲 

俳 句 会 

9 月 27 日（日）9：30～ 

金沢ＣＣ 余暇室 

第 33 回句会、テーマ：

①東京湾 (身近な湾を詠

いあげる)②広重忌 

10 月 25 日（日）10:30～ 

金沢動物園  

テーマ：金沢区民俳句大会

吟行会への参加、10:30～

吟行、12:30～句会 

11 月 29 日（日）9：30～ 

(会場未定) 

テーマ：黒潮 第 34回句会、 

沿岸を北上する日本海海流

を追う 

9 月 8 日(火) EXCEL 基礎講

座：表計算（2） 

9月 22日(火) EXCEL 基礎講

座：グラフ作成（1） 

10 月 6 日(火) EXCEL 基礎講

座：グラフ作成（2） 

10 月 20 日(火) 画像処理基

礎講座：ﾃﾞｼﾞｶﾒ写真加工 

11 月 10 日(火) 画像処理基

礎講座：ﾃﾞｼﾞｶﾒ写真加工（2） 

11 月 17 日(火) WORD 基礎講

座：年賀状(1) 

パソコンを

使いこなす

会 
9:30～12:00 ：金沢ＣＣ 

 

6 日 晴嵐かなざわ(予定)、20

日 9:30～12:00 金沢公会堂 

9:30～12:00：金沢公会堂 

 
 
連絡先：学習会 782-8147(小俣)         寺社を巡る会 784-1460(松本) 

古文書を読む会 784-3420(岡田)     ふれあいの道歩こう会 783-4539(宮原) 

懐かしの映画を観る会 701-1606(佐藤)  浮雲俳句会 774-3878(北野) 
パソコンを使いこなす会 701-9775(林) 

発 行 日 平成 21(2009)年 8 月 22 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 “わ”の会会報はレイアウト･版下作成･印刷･製
本まで全て会員の手作り。 レイアウトと版下作成には手持

ちのパソコンと文書作成ソフトWORD、写真編集ソフトを利 

用。この３０号ではレイアウト･版下作成を新しい編集委員

が全面的に担当。この出来栄えは、勉強をすれば我々でも

この程度のことは可能だとの証。 編集委員になって手元の

パソコンを有効活用しましょう。ＳＫ  

編集責任者 小 岩 克 介 
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