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6 龍華寺様からの書籍寄贈 会員会員会員会員からのからのからのからの寄稿寄稿寄稿寄稿    

    歴史事典編集委員長 熊谷 哲 15 続・高嶺の花たち   田中 徳明 

6 継続会員手続きと新規会員募集 17 足利氏ゆかりの寺社めぐりの旅 

7 “わ” の会の活動紹介展への参加            深澤 勝美 

学習会学習会学習会学習会     18 足利氏ゆかりの寺社と史跡を訪ねる 

8 学習会の感想(アンケート結果)            福井 経正 

分科会分科会分科会分科会からのからのからのからの便便便便りりりり    19 訂正 前号(31 号)の訂正 

9 「浮雲俳句会」抄録 No.8 行事予定行事予定行事予定行事予定    

 「浮雲俳句会」代表 北野 清市 20 3 月～5 月の予定 
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 ““““わわわわ””””のののの会会会会１０１０１０１０周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業のののの進進進進みみみみ具合具合具合具合はははは。。。。    

●●●●  

  

 龍華寺龍華寺龍華寺龍華寺さまからさまからさまからさまから貴重貴重貴重貴重なななな書籍書籍書籍書籍をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。    
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 「「「「新版新版新版新版 かねざわのかねざわのかねざわのかねざわの歴史事典歴史事典歴史事典歴史事典」」」」 
 

『新版 かねざわの歴史事典』編集について

10 月以降の進捗状況を報告します。 

①書名決定：“わ”の会 10 周年記念事業委員

会(1 月 23 日)にて『新版かねざわの歴史事

典』､副書名は『ＩＮＤＥＸ金沢』に決定さ

れました。 

②編集委員会は H20 年 4 月作業開始以来本年

2 月 9 日まで 42 回開催。 

③本文は1502項目(約200項目増)の精査を完

了。 

④付属資料(6 項目増の 31 頁)は原案を決定。 

⑤印刷所への入稿を電子送信で行う方針。こ

のため､本文 2 段組み･付属資料の電子化作

業に着手しています。 

⑥新版は表紙(色紙)を除き 190 頁程度(初版

は 162 頁)の見込みです。5 月総会の際配布

目標。

 

 変変変変わりゆくわりゆくわりゆくわりゆく横浜横浜横浜横浜・・・・金沢金沢金沢金沢のののの風景風景風景風景      
 

 “わ”の会創立１０周年記念事業の一つと

して、約２年間にわたって「変わりゆく横浜・

金沢の風景」(以下、「風景」と略します)と題

しホームページ(HP)を制作してまいりました。 

2010 年 1 月 16 日に開催された“わ”の会

創立 10 周年記念事業委員会(以下、記念委と

略します)において、所期目標を達成する HP

が完成したものとご判断戴き、2010 年３月末

日をもって発足委員会(以下、発足委と略しま

す)を解散することになりました。ここに活動

の概略を記して総括報告とさせて戴きます。 

なお、今後は 3 月 6 日開催の金沢区生涯学

習交流会フォーラム KANAZAWA 2010 の

“わ”の会ブースにおいて区民の皆様方へ紹

介し、5 月 8 日開催の“わ”の会総会におい

てプロジェクターにより実演し会員の皆様方

にご覧戴く予定です。勿論、それ以前に後記

URL へアクセスして戴き、閲覧は可能です。

現在既に “わ”の会 HP トップページに「風

景」のボタンがありますので、そこをクリッ

ク願えれば、「風景」へ移ることができます。

どうか早速お試し下さい。 

「「「「風景風景風景風景」」」」ホームページホームページホームページホームページのののの URLURLURLURL はははは、、、、    

httphttphttphttp::::////////kanazawakanazawakanazawakanazawa----wanokai.in.coocanwanokai.in.coocanwanokai.in.coocanwanokai.in.coocan    jpjpjpjp....    

/LSK/index.html/LSK/index.html/LSK/index.html/LSK/index.html    

１．発足委委員発足委委員発足委委員発足委委員 

発足委の構成メンバーは下記の６名で

す。パソコンやインターネットに詳しい人

たち、写真撮影に堪能な人たち、風景を端

的に紹介する説明文に工夫を凝らす人た

ちなどです。少人数ですがかなり多彩多能

な人材の集合体で、時には激しい議論のや

りとりをしつつも、会員の皆様方は勿論、

区民・市民そして多くのアクセス戴く方々

へ、ここ金沢の素晴しさを知って戴こうと

いう一致した思いで作業を進めて参りま

した。 

2008 年 2 月の第１回発足委会合以降、こ

の 2010 年 2 月までの 2 年間で 33 回を数え

る会合を開いて HP 制作を目指しました。

いま発足委解散間近にあたり、委員長を仰

せつかった身として委員各位へ心から感

謝申し上げます。 「発足委メンバー」は、 

高橋好一(委員長)、林 洋、吉田純一、 
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熊谷 哲、横山美智雄、伊澤 尚  

２．「「「「風景風景風景風景」」」」HPHPHPHP 制作制作制作制作のののの趣旨趣旨趣旨趣旨 

“わ”の会が創設されてから 10 年、さ

らに金沢区制 60 周年を記念する 2008 年に

HP 制作事業は企画されました。緑豊かな森

と青く輝く東京湾という恵まれた自然環

境、遠く 800 年前の鎌倉時代から続く寺社

を有し彫りの深い歴史と伝統、そして大学

や研究所など多くの教育研究機関や横浜

第一の産業団地、また八景島に代表される

国内有数の娯楽観光名所をもつ金沢区で

す。 

それらが全て、我が街金沢に多くの魅力

ある風景を作り出しています。2008 年を起

点として現在の金沢の風景を記録すると

共に、これからの変化を都度記録すること

により我が街金沢の変遷記録を作ってゆ

き区民の共有財産としたい、そのような趣

旨ではじめられました。HP トップページに

は金沢区を代表する“称名寺庭園”が現れ

ます。写真の下部に制作趣旨を記しました。 

３．「「「「風景風景風景風景」」」」HPHPHPHP のののの構成構成構成構成 

金沢区地図を眺めつつ北から南、東から

西と金沢区全域を頭に浮かべ候補となる

風景を 397項目リストアップしました。そ

の後、重複や項目に相応しい風景の定義か

などを検討して、現段階では最終的に 237

項目に絞り込みました。その１項目１風景

毎に代表写真(カンバンと称します)を選

び出し、その風景に関連するその他の写真

(Web)を各々ほぼ 10枚程度取捨選択しまし

た。 

現在 1,203枚の写真で構成されます。ま

た、カンバン写真には 200 字程度の簡単な

説明文を付記しました。説明文言は、委員

オリジナル文章を基本としますが、「かね

ざわの歴史事典」を始め、参考文献名は記

載しました。 

４．「「「「風景風景風景風景」」」」HPHPHPHP のののの見方見方見方見方 

トップページに検索方法として２つの

方法が示されます。１つは「データベース

検索」です。クリックすると“八景島”の

写真が現れます。検索キーワード欄に具体

的な風景項目を書き込むと、見たい風景に

アクセスできます。２つ目は「地図上の検

索」です。クリックすると“能見台の高層

マンション群”が現れます。 

ここで『「横浜・金沢の風景」地図』を

クリックして所望の風景へアクセスでき

ます。アクセスの仕方は各々のページに詳

しく記載されていますので、ご確認下さい。

所望の風景を開きますと代表写真(カンバ

ン)が現れます。 

このカンバン写真の下部には説明文が

付記されていますが、その「説明」欄最後

尾の[Web]をクリックすると「Picasa ウエ

ブアルバム」として 10 枚程度の関連写真

が現れます。１枚毎にクリックして大判写

真にできますし、そこには撮影日が記載さ

れています。 

５．活動活動活動活動のののの経緯経緯経緯経緯 

主な制作状況を経時的に示し、発足委の

活動状況を知って戴きます。 

①2007年 11 月：10 周年記念事業企画募集

にに応じて提案提出(高橋) 

②2008 年 1 月：記念委で採択決定。当初提 

案は「金沢の歴史学び塾」を提案したが、

「平成の金沢 60 景」冊子作成を当面課

題とした。その後企画の練り直しを行う。 

③2008 年 4 月：冊子作成をネット環境で 

HP 制作に変更し、企画変更提案する。 

④2008 年 5 月：記念委で変更提案承認、総

会に諮り承認を得た。 

運用開始は 2008 年 12 月を目標とした。 

⑤2008 年 8 月：データベース(DB)構築を進 

め LaCoocanと契約する。 

＊その後、会報には毎号、進捗状況を簡単

に紹介している。 

⑥2008 年 9 月：メール可能会員へ URL 紹介

メールを送信し、閲覧感想を求める。 

⑦2008 年 11 月：10 周年記念パーティで情

景写真 30 景ほどスライドショーを行う。 

⑧2008 年 11 月：会報第 27号で『「変わり

ゆく金沢の風景」試行公開を始める』と
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題し、URL を全会員に紹介して閲覧を促

す。 

 ⑨2009 年 5 月：会報第 29号で、発足委終

了を当初 2009年 3月末日と予定していた

が、作業内容の予想を超えた膨大さから、

記念委の承認を得て 1 年延期し、2010 年

3 月末日終了とすることを全会員に連絡

すると共に、総会で告知する。 

＊このような経緯で、今回 2010 年 3 月末日 

をもって終了することに至った次第です。 

以上をもって、風景発足委員会の総報告 

とさせて戴きます。多くの方々に HP へアク

セス願い、我が街、金沢の素晴しさを感じ

て戴き、さらにそれを守り育てることに意

を注いで戴ければ、HP を制作した意義もあ

ろうかと思います。 

 

10 周年記念誌「“わ”の会 10 年のあゆみ」 

 

前号からの進捗状況を以下に報告します。 

12 月に入って、それまでに収集した歴史資

料の分類･整理を行った。 

12 月末には、整理した資料に基づいて、会

全体の変遷を一覧できる１ページの歴史線表

（タイムチャート）と、年度ごとの出来事を

箇条書きにまとめた歴史年表の作成を行った。 

１月からは会の運営形態、学習会、会報、

ホームページ、記念事業などの個別の歴史を

まとめる作業に入った。先ずは、準備期間･

委託事業期間･自主運営期間に分けて運営形

態から見た歴史をまとめた。つぎに、学習会

と公開講座に関する資料に基づいて、学習会

の開催形態、テーマ、講師、開催場所などの

分析を行い、表と文章にまとめた。 

会報については表紙や本文の体裁、掲載内

容、ページ数の変遷を調べ、まとめ作業に着

手し、全作業の約５０％まで進んだ。 

ホームページについては開設準備から現在

に至るまでの出来事、ページ数、アクセス数、

内容の変遷をまとめ始めたところである。 

５周年と 10 周年記念事業については事業

内容の決定や各事業の推進過程、実施結果を

まとめる準備を行っている。 

今後は、３月末の編集作業完了を目指して

作業を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

毎年 12 月に行われている分科会代表と運

営委員会との連絡会議は今回、昨年 12 月 19

日に行った。現在分科会は 6分科会で会員数

は延 200 名余。活発な活動の結果、生きがい

を求めるだけでなく専門性の向上と和の深ま

りなどその成果は如実に上っている。 

 

●●●●各分科会各分科会各分科会各分科会のののの現状現状現状現状とととと新年度新年度新年度新年度のののの活動予定活動予定活動予定活動予定はははは以以以以

下下下下のようなものであるのようなものであるのようなものであるのようなものである 

｢｢｢｢寺社寺社寺社寺社をををを巡巡巡巡るるるる会会会会｣｣｣｣松本代表松本代表松本代表松本代表     

今まで鎌倉の寺社を巡ってきたが今後は

三浦半島中心に巡る予定。2 月と 8 月は厳

冬期、酷暑期なので座学を取り入れ、年に

一度はバスで遠出し寺社巡りを続ける予定。 

｢｢｢｢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｣｣｣｣岡田代表岡田代表岡田代表岡田代表 

現在、開催場所のスペースなどを勘案、

定員は 18 名としている。会員は 16 名であ

る。今後は少々スピードアップして古文書

の読解力などにつてメンバー全体のスキル

アップを図って行く。 
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｢｢｢｢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｣｣｣｣宮原代表宮原代表宮原代表宮原代表 

会員は 25 名。今年度は栃木県コース 8

回、千葉県コース 3 回、8 月は酷暑期なの

で休会とし、12 月には総会を予定している。 

｢｢｢｢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｣｣｣｣佐藤代表佐藤代表佐藤代表佐藤代表 

現在は金沢地区センターが休館のため会

場の手当てに苦労している。4 月には金沢

地区センターが再開されるので開催回数を

以前に戻す予定。会員は 70 名余であるが

高齢化などの影響で欠席者が増えている。 

｢｢｢｢浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会｣｣｣｣北野代表北野代表北野代表北野代表 

11 月句会の秀作選評紹介があり、レベル

が上がって来ているとの評価。来年度は、

｢宇宙｣を兼題のテーマとする方針。 

｢｢｢｢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｣｣｣｣林代表林代表林代表林代表 

月 2 回開催、出席者は 16 名余。これま

でワード、エクセル、ピカサなどを学習し

たが来年度は会員の意見やニーズを聞いた

うえで優先度をつけてテーマを決めて行く

事を考慮している。 

 

●以下以下以下以下のののの事項事項事項事項についてについてについてについて話合話合話合話合いをいをいをいを行行行行いいいい、、、、今後今後今後今後とととと

もももも分科会分科会分科会分科会とととと運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会がががが協力協力協力協力しししし合合合合ってってってって行行行行

くくくく事事事事をををを確認確認確認確認。。。。 

①①①①分科会分科会分科会分科会のののの周年事業周年事業周年事業周年事業へのへのへのへのバックアップバックアップバックアップバックアップにつにつにつにつ

いていていていて 

｢寺社を巡る会｣と｢古文書を読む会｣は次

年度で 9 年目に入る。これらの分科会が 10

周年事業を行うに当たっては運営委員会と

してのバックアップを考慮して行く旨を伝

えた。今後、具体的申請が出れば対応し、

事例を積み上げることで後発の分科会へ範

を示して行くことになる。 

②②②②会報会報会報会報、、、、ホームページホームページホームページホームページのののの活用活用活用活用についてについてについてについて 

運営委員会から会報への投稿者増加への

協力要請をお願いした。ご意見をお聞きし

た結果、会員への過度の負担にならないよ

うに配慮し出稿までの時間を十分にとって

依頼する。 

また、参加者から会報にパソコンの使い

方についてのアドバスを掲載することは会

員のニーズとしてかなりあると思うとの発

言があり「パソコン使いこなす会」で検討

することにした。 

ホームページについては各分科会のデザ

イン図案、3 年も同じもので陳腐化してい

るとの意見があった。今後、各分科会から

の申請があればホームページ委員会で検討

することとした。 

③③③③フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム KANAZAWA のののの展示展示展示展示についてについてについてについて 

今年度のフォーラム KANAZAWAは 3月

6 日に行われる。各分科会へは例年通りに

ポスターの作成、資料の作成をお願いした。

今回は 10 周年事業の｢歴史事典編集委員

会｣と｢風景発足委員会｣も参加する。 

展示スペース限られているので、展示ポ

スターは各々｢A-4｣とすることで各分科会

から理解が得られた。 

④④④④10 周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業についてについてについてについて 

｢事典｣、｢風景｣、｢記念誌｣とも、今年度

中に一応の目途をつけ、｢事典｣、｢記念誌｣

につては 5 月の第 1 回学習会時に会員へ配

付する。また、｢風景｣につては近々“わ”

の会のホームページを経由して見ることが

出来るようにしたい旨、運営委員会から報

告された。今後、これらの成果の利用と活

用の拡大について協力をお願いした。 

⑤⑤⑤⑤““““わわわわ””””のののの会会会会のののの運営運営運営運営にににに関関関関するするするする事項事項事項事項についてについてについてについて 

(イイイイ)来年以降来年以降来年以降来年以降のののの学習会学習会学習会学習会についてについてについてについて 

会員の更なる満足度の向上とマンネリ化

に陥らないようにするには如何に取組んで

行くのが良いのか、会員の声を直接聞く事

とし 7 月に会員有志と運営委員会との話合

いの場を設け、ご意見を拝聴しました。 

頂いた意見を踏まえ具体案を作成した。

この具体案に沿って新年度以降、学習会を

進めて行く事とした。なお、具体案につい

ては会報 31号の 2～3 ページを参照。 

(ロロロロ)会費会費会費会費のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて 

印刷費のコストアップによる会費の見直

しについては運営委員会として既に検討を

行った。当面は収支の状況を見守り値上げ

が必要になった時点で臨時総会を開き対応

すること事で理解を得た。
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龍華寺様から“わ”の会へ昨年 11 月に寄贈された書物について報告します。 

書名：龍華寺 菩薩半跏像    Ｂ４版９２頁 

編集：東京文化財研究所     発行：平成 19 年 5 月 

この書物には多数のカラー図版と専門家の解説が記載されています。歴史事典編集のための

調査や「寺社を巡る会」の関連でしばしばお寺へお伺いしていたことから頂戴したものです。 

龍華寺龍華寺龍華寺龍華寺のののの菩薩菩薩菩薩菩薩半跏像半跏像半跏像半跏像
は ん か ぞ う

            

光徳寺(龍華寺の源流の一つ)の子院福寿院

の本尊だった。この仏像は奈良時代天平の東

大寺大仏開眼の頃に東大寺工房で｢脱活乾漆

造｣で制作された珍しい構造です。 

像高は 90.3cm､坐高 62.1cm。高野山からも

たらされたと云われるが､伝来の経緯は不明。

平成 8 年龍華寺の宝蔵庫整理の際､お首･胴･

手･脚などが分離された状態で発見され､岐阜

以東には無い造りの仏像として全国的に報道

され注目を集めました。 

完全に復元され龍華寺の寺宝になっていま 

す。横浜市指定文化財です。本年 4 月 17日か

ら 25 日までご開帳されます。 

｢龍華寺｣､｢光徳寺｣､｢福寿院｣などについて

は｢新版かねざわの歴史事典｣を参照されたい。 

【【【【乾漆造乾漆造乾漆造乾漆造】】】】かんしつづくり（｢新版 かねざわ 

の歴史事典｣原稿の転載） 

 

奈良時代中国から伝えられた仏像制作の技

法。奈良時代に盛んだった。脱活乾漆造と木

心乾漆造がある。前者は塑土で原型を作り、

その上に麻布を 膠 漆
にかわうるし

で貼り固め、乾燥後内

部の塑土を除き心木を入れる。唐招提寺鑑真

像、興福寺阿修羅像、龍華寺菩薩半跏像など

がある。後者は木心に麻布を膠漆で貼り固め

る。聖林寺十一面観音像がある。何れも細部

は木屎
こ く そ

漆
うるし

(木粉と漆の混合物)で仕上げる。

 

 

 

 

 

昨年 11月に 2010年度への会員継続募集を

行いました。その結果、手続き完了の会員は

110 名となりました。 

2010 年度の会員数は、2009 年度と同数で、

122 名とします。その後の継続希望会員の 2

名を含めて、12 名の新規会員の募集を 2 月

17 日から開始しました。区民活動センターな

どに募集チラシを配置し、ホームページにも

掲載しました。また、3 月６日の｢フォーラム

KANAZAWA 2010｣会場でも募集を行います。

締切りは３月末日です。

 

寄贈された 「龍華寺 菩薩半跏跏跏跏像」 
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毎年のフォーラム KANSAZAWAに出展参加し、

当会の活動を区民の皆様に紹介して来ました

が、本年は表に示したように、合計４ヶ所で

展示活動を予定しています。 

加盟団体紹介パネル展と「街のサークル」

活動紹介展は、当会の活動紹介パネルを展示

するだけのものですが、フォーラム KANAZAWA 

2010 では例年通り展示会全体の企画・運営に

も参加し、当日は“わ”の会ブースで展示・

説明・会員募集を行います。 

フォーラム KANAZAWA 2010 と「街のサーク

ル」活動紹介展では区内で活動している街の

先生と学習グールプの紹介が行われますので、

新しい学習の場をお求めの会員は是非お出か

け下さい。

 

 展示会名称 展示期間 (全期間) 展示会場 主催者 

１ H21.10.20-11.1 横浜市歴史博物館 

２ 

加盟団体 

紹介パネル展 
H21.12.15-20 

(H21.11.17-12.20) 
横浜開港資料館 

横浜郷土史団体 

連絡協議会 

３ 
フォーラム 

KANAZAWA 2010 
H22.3.6 能見台地区センター 

金沢区生涯学習 

交流会実行委員会 

４ 
「街のサークル」 

活動紹介展 

H22.3.28-4.3 

(H22.2.28-4.3) 

金沢区民 

活動センター 
金沢区役所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 開 催 日開 催 日開 催 日開 催 日 ・・・・ 時時時時 間間間間：：：：2010 年 3 月 6 日 10：00～16：00 

 開 催開 催開 催開 催 会会会会 場場場場：：：：能見台地区センター  

 メ イ ンメ イ ンメ イ ンメ イ ン 企企企企 画画画画：：：：「街の先生」や生涯学習団体は、区民の皆さんの“学”び 

         をお手伝いしています。 

 特 別 企特 別 企特 別 企特 別 企 画画画画：：：：参加者に「フォーラムのイメージキャラクター」を選んで 

頂きます。スタンプラリーもあります。 

 ※※※※詳しくは本日配布の「フォーラムのチラシ(黄色)」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 展示期間：“わ”の会の展示(教育・歴史)は 3 月 28 日～4 月 3 日です。 

 (紹介展全体は 2 月 28 日～4 月 3 日まで行われています。) 

 展示場所： 区役所 区民活動センター 展示コーナー 

 展示時間： 8：45～17：15 

       ※多くの会員の来訪をお待ちしております。 
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第第第第 7777 回学習会回学習会回学習会回学習会    「「「「戦国時代戦国時代戦国時代戦国時代のののの金沢金沢金沢金沢」」」」 

開催日：２００９年１１月１４日 (雨) 

場 所：能見台地区センター 多目的室 

講 師：中世史研究家 盛本 昌広 氏 

出席者：会員９２名 ビジター1 名 合計９３名 会員の参加率：７６．２% 

 

①①①① 全体評価全体評価全体評価全体評価    

 大変良大変良大変良大変良かったかったかったかった：：：：２８２８２８２８    良良良良かったかったかったかった：：：：１１１１２２２２    普通普通普通普通：：：：３３３３    つまらなかったつまらなかったつまらなかったつまらなかった：：：：００００     

・具体的資料に基づき分かりやすい(10) 

・はっきりした口調で分かりやすい( 7) 

・歴史の表になかなか出てこない海賊の実態や活動が良く分かった(6) 

・｢半手｣・「制札｣の新しい知識が増えた(6) 

・説明が上手で聴きやすい(4) 

・戦国時代における金沢地域の様子の一部が理解できた(3) 

・各種の許可を得て、商売や交通を安全ならしめていた知恵(2) 

・説明が細か過ぎた(2) 

②②②② ももももっとっとっとっともももも印象深印象深印象深印象深かったことかったことかったことかったこと 

・的を絞った題材がよかった、｢半手｣と「海賊｣の理解できた(15) 

・房総と三浦半島の関係(4) 

・里見氏と北条氏の合戦と和睦の経過(3) 

・房総と三浦半島地域で掠奪があったこと(2) 

・龍華寺は制札を里見氏に申請して与えられたこと(2) 

・島崎藤村と小早川秀秋のルーツの話し(2) 

③③③③ ももももっとっとっとっと詳詳詳詳しくしくしくしく知知知知りたいことりたいことりたいことりたいこと 

・里見氏の始祖 

④④④④ 盛盛盛盛本本本本 先生先生先生先生にごにごにごにご講演講演講演講演をいただきたいをいただきたいをいただきたいをいただきたいテーマテーマテーマテーマ 

・鎌倉時代を中心とした日本全体の通史的概況 

・戦国時代の金沢全体の歴史的流れ 

・戦国時代の後の時代の金沢 

・各村の苗字、家系など 

・伊藤博文のこと 

⑤⑤⑤⑤ 学学学学習会習会習会習会、、、、運営委員会等運営委員会等運営委員会等運営委員会等にににに関関関関するものするものするものするもの 

・来年度以降の学習会の方針に賛成 

・本年度はご苦労さまでした。感謝 

・前回のはまどり及び横浜史跡探訪で、横浜の事が理解できた。このような企画を今後もお願

いします 

盛本 昌広 講師 
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第第第第 10101010 回金沢区民俳句大会吟行会回金沢区民俳句大会吟行会回金沢区民俳句大会吟行会回金沢区民俳句大会吟行会    

10時。ののはな館集合。午前中秋雨の煙る金沢動物園の吟行。午後はそれぞれの嘱目吟２句

を投句して、ののはな館で大会を挙行。 

因みに、横浜市には３つの動物園がある。１つは野毛山動物園----戦後の市民の心にうるお

いを持って貰おうと、昭和２６年開園。２つは金沢動物園----野毛山のような象・麒麟・ライ

オン・虎という動物園の象徴的なものから、範囲を広げて多種類の草食動物中心へ、しかも、

市街地から郊外即ち“森の動物園”へと昭和５７年に開園。３つは横浜動物園----こちらは動

物により広い空間と住環境というコンセプトで、わが金沢動物園より２倍以上のエリアを持つ、

総合動物園として平成１１年開園。 

なお、わが金沢動物園では本年２件の慶事があった。１件は、コアラの赤ちゃんの誕生で８

月には「テルちゃん」の愛称も決定。２件は、インド犀にこれまた赤ちゃんが生まれ、９月に

体重１１０キロにもなり一般公開中である。 

 柵越柵越柵越柵越えにえにえにえに麒麟麒麟麒麟麒麟のののの背伸背伸背伸背伸びびびび秋思秋思秋思秋思かなかなかなかな        一清一清一清一清    

    

黒潮黒潮黒潮黒潮（（（（34343434 回例会回例会回例会回例会のののの兼兼兼兼題題題題））））    

黒潮は、別名「日本海流」とも呼ばれ、大西洋の「湾流」とともに世界の大海流の 1 つであ

る。台湾の東岸を北上し、東シナ海をトカラ列島から日本列島の南岸に沿って、房総半島を東

に流れる暖流である。 

 日本列島に高温多湿の海洋性気候をもたらすとともに、鰯・鯖・鰹などの魚介類は勿論黄肌

鮪・カジキなどの熱帯育ちの大型回遊魚に至るまで豊富な食材を提供している。 

  ククククルルルルーーーーザザザザーーーー黒潮黒潮黒潮黒潮にににに乗乗乗乗りりりりカカカカジジジジキキキキ釣釣釣釣りりりり 一清一清一清一清    

    

    

    

    年年年年惜惜惜惜しむしむしむしむ((((33335555 回例会回例会回例会回例会のののの兼兼兼兼題題題題))))    

    平成 21 年・己丑（つちのとうし）の年は、底流で激変している時代の変化を知らすため、

人の世に激震を与えた。政治的には、自民党が大敗して民主党の政権交代がなり、経済的には、

デフレの様相を呈した円高不況に暮れようとしている。わが横浜市も市長が途中交替したが、

横浜開港 150 年の記念すべき年であった。 

 なお、今年の世相を表す恒例の漢字一文字は、12 月中旬に“新”と発表された。これは、ア

メリカのオバマ大統領や鳩山新政権の誕生あるいは新型インフルエンザの流行などによるもの

である。このような中、過ぎゆく＜年惜しむ＞心は、過ぎゆく歳を惜しむ心に通じる。 

  七彩七彩七彩七彩ののののみみみみなとなとなとなとみみみみらいらいらいらいやややや年年年年惜惜惜惜しむしむしむしむ        一清一清一清一清 

 

    
    ｢｢｢｢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 
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［秀 作］ 

天賞    秋秋秋秋霖霖霖霖のののの奥奥奥奥にににに身身身身をををを寄寄寄寄すすすす犀親子犀親子犀親子犀親子    

((((他他他他のののの結結結結社社社社））））    

地賞 秋秋秋秋時雨鎖解時雨鎖解時雨鎖解時雨鎖解かれしかれしかれしかれし象象象象番番番番                重九重九重九重九    

人賞    山粧山粧山粧山粧ふふふふおどけおどけおどけおどけてててて見見見見せせせせるるるる手長猿手長猿手長猿手長猿        

（（（（他他他他のののの結結結結社社社社））））    

    ここでは地賞に絞って選評しておきたい。

あいにく当日は秋雨前線が関東南岸に停滞。

しかも、山背（やませ）風が吹きつけて、そ

ぞろ寒の傘を差しての吟行であった。 

 それだけに、掲句はこの悪天候を活用。上

５に＜秋時雨＞をドッカリ据え、中７・座 5

と格好の取り合わせを見せている。そしてそ

の核心部分は象に着目。＜鎖解かれし象番＞

の措辞の発見が見事
．．．．．．．．

    。 

これにより、番（つがい）の雌の方は、普

段は足を鎖で係留されて不自由だが、鼻をふ

りふり嬉しげな所作を。他方の雄象は、大き

な牙を左右に揺らしてリズミカルに歩いてい

るのだ。いろんな所作が想像され、素晴らし

い嘱目吟である。 

 

[特 選] 

櫨紅葉堀櫨紅葉堀櫨紅葉堀櫨紅葉堀にうつるにうつるにうつるにうつるやややや麒麟麒麟麒麟麒麟のののの目目目目（（（（他他他他のののの結結結結社社社社））））    

秋秋秋秋霖霖霖霖ややややからだからだからだからだ擦擦擦擦りりりり寄寄寄寄せせせせ夫婦夫婦夫婦夫婦象象象象（（（（        〃〃〃〃    ））））    

網目網目網目網目麒麟麒麟麒麟麒麟鬢濡鬢濡鬢濡鬢濡れてれてれてれて櫨紅葉櫨紅葉櫨紅葉櫨紅葉        （（（（        〃〃〃〃    ））））    

    三三三三ッッッッ股股股股ににににコアラコアラコアラコアラ安眠安眠安眠安眠秋秋秋秋時雨時雨時雨時雨                勝美勝美勝美勝美    

    

 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。 

 コアラは、オーストラリア南東部に分布。

ユーカリの森林地帯に生息。夜行性で昼間は

樹の叉(また)などに休憩し、夜間ユーカリの

葉を食べる。近年わが国のコアラの数が減少

傾向にあり、このため金沢動物園をはじめコ

アラを飼育中の全国 9 か所の動物園では、協

同してその繁殖に懸命に取り組んでいる。そ

の矢先、わが金沢動物園では今春コアラの赤

ちゃんが誕生したのだ。掲句は、この赤ちゃ

んかどうか定かではないが、ユーカリの樹の

＜三ツ股＞に＜安眠＞中のコアラの写生句。

遠くオーストラリアを思い浮べながら、作者

の鋭い俳眼が光る力作
．．．．．．．．．

だ。 

    

《《《《34343434 回例会回例会回例会回例会》》》》    ＨＨＨＨ22221111 年年年年 11111111 月月月月 29292929 日日日日  

  

     

 

［秀 作］ 

天賞 黒潮黒潮黒潮黒潮のののの遠鳴遠鳴遠鳴遠鳴りにりにりにりに和和和和しししし虎落笛虎落笛虎落笛虎落笛        十九十九十九十九    

 黒潮は、前記“扉”でも説明したが、時速

4444～～～～7777キロ・・・・強流幅 100キロ・厚さ 500 メート

ルにも及ぶ。また水温も冬季 20 度・夏季 30

度に近い。従って、これは大海の中の大河あ

るいは“帯（おび）”のようなものである。 

井沢正江は＜黒潮黒潮黒潮黒潮のののの帯帯帯帯あきらかにあきらかにあきらかにあきらかに海四温海四温海四温海四温

＞と一句の中に帯（おび）を吟じ込んでいる。

この点掲句は、兼題の＜黒潮＞と＜虎落笛（も

がりぶえ）＞という自然現象を対峙させたス

ケールの大きな諷詠である。 

毎分 100メートル前後の強流のゴー・ゴー

という＜遠鳴り＞＝＜黒潮＞サイド。他方、

北西の季節風に乗って＜虎落笛＞＝木枯しが、

垣根などに当たって発するヒュー・ヒューと

笛のように鳴る音。木下夕爾は＜樹樹樹樹にはにはにはには樹樹樹樹のののの

哀哀哀哀ししししみみみみのありのありのありのあり虎落笛虎落笛虎落笛虎落笛＞と詠っている。 

 この両者が大自然の中で＜和し＞混じり合

っているのだ。この＜和し＞の措辞により、

両者が正
．
・反
．
・合の弁証法的融合を遂げ
．．．．．．．．．．．

、ま

さにスケールの大きい叙事詩的な秀吟となっ

ている。 

 

地賞 おおおお大大大大師師師師さんさんさんさん時雨時雨時雨時雨のののの煙煙煙煙るるるる御影堂御影堂御影堂御影堂    二祥二祥二祥二祥 

 四国八十八ヶ所は、弘法大師（空海）とと

もに歩く 1,200 年続いた祈の道。平安時代真

言宗の開祖空海は、四国に修験のため 88 ヶ所

の札所（霊場）を開いた。これが、一番札所

徳島県の霊山寺から八十八番札所香川県の大

窪寺。行程は、四国四県 1,450 キロに及び、

年間 30 万人。うちいわゆる「歩き遍路」が

5,000人といわれている。 

《《《《第第第第 10101010 回金沢区民俳句大会吟行会回金沢区民俳句大会吟行会回金沢区民俳句大会吟行会回金沢区民俳句大会吟行会》》》》    
ＨＨＨＨ22221111 年年年年 10101010 月月月月 25252525 日日日日 
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 掲句の＜御影堂＞は、高松市から西へ 10

数キロの香川県善通寺市の七十五番札所「善

通寺」にある。この「善通寺」は大師の生誕

地（聖地）として有名。加えて、和歌山県の

高野山・京都の東寺それに「善通寺」が、真

言宗の三大霊跡で、古くから篤い信仰をあつ

め、多くの参詣者で賑わっている。 

この点、掲句は、真言宗の宗祖弘法大師に

対する信仰の念溢れる巡礼俳句。しかも、作

者は「同行二人」----と他の句で吟じている

ように、四国八十八ヶ所を遍歴する程の信心

深い御仁。 

一般的には、上 5 は「弘法の」と表記する

ところを、信者であるものは、やはり＜お大

師さん＞が的確な措辞である。 

 “南無大師遍照金剛！！南無大師遍照金

剛！！”幾度も繰り返して健康と家内安全を

願う、作者の声が＜時雨に煙る＞西院全体に

谺するようだ。 

 

人賞 小春日小春日小春日小春日やややや足足足足音軽音軽音軽音軽くくくく媼舞媼舞媼舞媼舞ふふふふ        ともともともとも女女女女    

    日本舞踊には、家元制を基盤とする多くの

流派があり、現在、花柳・藤間・西川・若柳・

坂東の五大流派がある。これらをまとめる団

体として「日本舞踊協会」があり、日本の文

化の一つである伝統芸能「日本舞踊」の普及

に寄与している。因みに現在、約 120 流派・

約 6,000人の舞踊家が所属、全国に 24支部が

ある。そして年 3 回の日本舞踊の公演を主催

するほか、一般を対象とした講習会等流派を

超えたさまざまな事業を展開中である。 

この点、掲句であるが、日本舞踊の臨場感

溢れるリアルな佳句。特に、中７の＜足音軽

く＞という表現により、一句に躍動感が漲り
．．．．．．．．．

、

上５の＜小春日＞という季語と連動して、の

びやかな＜舞い＞が浮かんでくる。 

 なお、後刻側聞したところによると、この

一句は、作者が家元の舞う日本舞踊に感動し

て吟じた由である。 

 

〔特 選〕 

 神神神神のののの旅旅旅旅黒潮黒潮黒潮黒潮にににに乗乗乗乗りりりり古代古代古代古代人人人人                    國眼國眼國眼國眼    

    黒潮黒潮黒潮黒潮にのってにのってにのってにのって群群群群がるがるがるがる黄肌黄肌黄肌黄肌かなかなかなかな            好童好童好童好童    

    橋桁橋桁橋桁橋桁にににに太公望太公望太公望太公望のののの小春小春小春小春かなかなかなかな                    三旦三旦三旦三旦    

    落葉踏落葉踏落葉踏落葉踏みみみみ即位二十即位二十即位二十即位二十年記年記年記年記帳台帳台帳台帳台                勝美勝美勝美勝美    

    

《《《《第第第第 33335555 回例会回例会回例会回例会》》》》ＨＨＨＨ22221111 年年年年 11112222 月月月月 27272727 日日日日  

  

     

 

［秀 作］ 

天賞 三塔三塔三塔三塔のののの序列序列序列序列構構構構ははははずずずず北北北北馳馳馳馳けけけけるるるる        一一一一馬馬馬馬    

 数年前トルコを旅行し、最初に「イスタン

ブール」を観光した。「イスタンブール」の街

の特徴は、旧市街
．．．

と新市街
．．．

が歴然とわかれて

いることだ。幅 4～500メートルのボスボラス

海峡を挟み、ヨーロッパ・サイドの旧市街
．．．

。 

ここは宮殿やモスクが林立して歴史を感じ

る地域。他方、アジア・サイドの新市街
．．．

は新

興の息吹きに満ち、両者の対照的なたたずま

いが印象的であった。この点、横浜の市街地

も「イスタンブール」同様、クラシカルな建

物の点在する日本大通りの周辺の旧市街
．．．

。 

それに、美術館・ホテル・ショッピング街・

アミューズメント施設まで充実した「ランド

マークタワー」を中心とした「みなとみらい

21地区」周辺の新市街
．．．

に大別できよう。この

両者のうち、掲句に登場するのが、旧市街
．．．

。

わけても「横浜三塔」である。 

◎県庁（キング） 

 昭和 3 年(1928)に竣工した帝冠様式の威風

堂々とした西洋と日本建築の融合した建造

物 

◎税関（クイーン） 

 昭和 9 年(1934)関東大震災後竣工の三代目。

壁のベージュタイルのコントラストが美し

いイスラム風の円頭ドームが圧巻。「横浜三

塔」の中で最も海側に位置し、高さも最も

高いエキゾテックな建物 

◎開港記念館（ジャック） 

 横浜開港 50 年記念に市民の寄付により、大

正 6年(1917年)に造られたルネッサンス様

式の時計台として有名。赤レンガ造りで国 
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の重要文化財に指定。 

 いずれにせよ、これら「横浜三塔」は、キ

ング・クイーン・ジャックと愛称され、横浜

の旧市街
．．．

の象徴として、数々の歴史を秘めた

まさにレトロな建造物たちである。 

 ところで、掲句は、横浜の旧市街
．．．

のシンボ

ル＝日本大通り界隈の「横浜三塔」を俯瞰し

た秀吟。わけても、中 7 の＜序列構はず＞と

いう擬人法により、「横浜三塔」を立ち上げた
．．．．．

力量に敬服
．．．．．

する。ひと昔前、異国の船員が、

海から灯台のあかりのようによく見える「横

浜三塔」をカルタのキング（県庁）・クイーン

（税関）・ジャック（開港記念館）に見たてた

ことに由来する旧市街
．．．

の象徴「横浜三塔」。こ

れを更に、座 5 の＜北馳ける＞という季語に

より、冬の季節風即ち強くて寒い北風が、大

空から馳け「横浜三塔」を俯瞰している様を

一層鮮明にした一句だ。 

 

地賞 白白白白足足足足袋袋袋袋のののの捌捌捌捌きききき軽軽軽軽ややややかかかか晴舞台晴舞台晴舞台晴舞台        十九十九十九十九    

 10 年程前、子役の着物姿の踊りを拝見。そ

の立居振舞の可憐さにただただ感動した事を

覚えている。それ以来 10 年程が経過し、年末

に再び、銀座の劇場で彼の 2 部構成のショー

を見る機会があった。彼とは早乙女太一（18

才）。ショーは 2部構成で、第 1部は、今に生

きる若者の「太一」に焦点をあてる。第 2 部

は、着物姿の女形で登場。鮮やかな動きの踊

りに圧倒された。変幻自在、色香漂わす 18

才の美しい日本舞踊であった。 

 今回作者の目撃した＜晴舞台＞----。ある

いは先の「太一」と同じ年代のお孫さんの発

表会ではなかったのではないか？ 

 観客席が低く＜晴舞台＞が高いので、＜白

足袋＞に焦点が合い、その＜捌き＞の＜軽や

か＞さに堪能した感吟の一句である。  

 

人賞  鳥鳥鳥鳥群群群群れてれてれてれて障子障子障子障子のののの影影影影ののののせせせせはしはしはしはしけけけけりりりり    岩介岩介岩介岩介 

 冬至の頃になると、太陽が最も北半球から

遠ざかり、昼が短く東京では 9時間 45分。逆

に夜は最も長く、東京では 14 時間 5分にもな

る。日の高さも夏の半分よりも低く、光がな

なめから射してくる。射角が 45 度前後にもな

る。その結果、日差しが部屋の奥深く、＜障

子＞を透かして家の中まで届くようになる訳

だ。 

 このような中、掲句であるが、こういう平

明な内容を、飾らない素直な表現で詠み上げ

た句は、読み手も素直に共鳴できるものであ

る。＜障子＞の季語が“旬旬旬旬”真っ最中であっ

て抜群。加えてなんといっても、＜影のせは
．．．．

しけり
．．．

＞を配した俳眼
．．．．．．

が光っている。 

 

[特 選] 

 葡萄色葡萄色葡萄色葡萄色ののののマフラーマフラーマフラーマフラー似似似似合合合合ふふふふ齢齢齢齢となりとなりとなりとなり    一一一一幸幸幸幸    

    病床病床病床病床のののの母母母母をををを訪訪訪訪ねねねねてててて年年年年つまるつまるつまるつまる                祥祥祥祥代代代代    

    足足足足利利利利はははは浄土浄土浄土浄土のののの里里里里やややや冬冬冬冬構構構構                        國眼國眼國眼國眼    

    軒軒軒軒下下下下のののの氷柱氷柱氷柱氷柱のののの出迎出迎出迎出迎へへへへ山山山山のののの郷郷郷郷                一一一一梲梲梲梲    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キング クイーン ジャック 
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パソコンを使う時のちょっとしたお役立ち情報（TIPS＊＊＊＊）をお伝えします。「パソコンを使い

こなす会」や区民活動センターでのパソコン相談室“サポット”でお教えして、こんなことが

分って助かったと言うお話を聞きます。そんな TIPSを適宜お伝えします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 【困った時の＊＊頼み】 

� 元元元元にににに戻戻戻戻すすすすキキキキーーーー 

 WORD、EXCELで文章や表を作成している

時、間違った操作で今までの入力を消してしま

い「しまった！」と思ったことがありませんか。

そんな時は，慌てずに （元に戻す）キーをク

リックしましょう。直前の状態に戻してくれま

す。パソコンは、あなたの操作を記憶していま

すから、このキーをクリックする度に前の段階

へ戻ります。このキーは、WORD、EXCELの

画面左上にあります。このキーの無い場合、メ

ニューバー（画面上２段目）の「編集」をクリ

ックし、現れる窓から「元に戻す」を選択しま

す。 

� Shift+Ctrl+Deleteキキキキーーーー 

メール、インターネット検索、文章作成等で、

マウスやキーボードを操作しても反応しなかっ

た経験がありませんか。画面上端に「このプロ 

グラムは応答しません」と表示されます。この

ときは、Shiftキーと CtrlキーとDeleteキーを

同時に押しましょう。 

この操作で、右上図の「Windowsタスクマネ

ジャ」BOXが立ち上がります。ここで「アプリ

ケーション」タブをクリックして、表示される 

 

「タスク」窓で不要なタスクを選択してから下

部の「タスクの終了」ボタンを押します。同じ

操作を繰り返し、残っているタスクを順次終了

させていけば、無応答が解消される筈です。 

 これでも駄目だったら、「Windows タスクマ

ネジャ」のメニューバーの「シャットダウン」

をクリックして現れる窓で「コンピュータの電

源を切る」を選択して下さい。 

 パソコンがタスクを実行しているときには、

強制的に電源を切らないことが大切です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

電話番号を入れたらどうでしょうか? 

パソコンの機種やOSの違いで、上と同じ操作が出来ない場合があり 

ます。判らない事があれば、ご遠慮なく次のメールアドレス宛にお問 

い合わせ下さい  < hiro_hayashi@nifty.com >  。出来る限りお答えし 

ます。 (HY) 

＊TIPS：パソコンやソフトを使う上で知っていると役に立つ操作のコツ 

や豆知識のこと。 

    
｢｢｢｢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いこないこないこなすすすす会会会会」」」」林林林林    洋洋洋洋 
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 2009 年度の探訪は横浜開港 150 周年に因ん

で横浜市所有の海事広報艇「はまどり」による

港湾見学と午後は開港当時の史跡を歩いて見

学するという方針が前年度の運営委員会で決

まっていた。今年度の総会で探訪実行委員会が

内田“わ”の会副代表を委員長とし総勢 7名で

構成された。 

 6 月 30 日、午後のコースを決めるための第 1

回下見を行う。8時頃までは本降りの雨が 9時

頃には上がり、今年度は幸先が良いと思わせる。

10 時関内駅出発、横浜公園とその周辺を調べ

た後中区役所でパンフットや地図を手に入れ

る。日本大通り・開港資料館・大さん橋・象の

鼻パーク・税関・日本郵船・県立歴史博物館・

桜木町駅の鉄道創業の碑やモレルのレリー

フ・野毛などを巡り解散した。途中「中居屋重

兵衛店跡」もあったが私にとっては初めて聞く

名前、その他いろいろな所で横田委員からの詳

しい説明を聞くにつけ大した知識のない自分

が安易に実行委員を引き受けたことが悔やま

れた。 

 7 月 20 日金沢区役所の区民活動センターで

歩くコースの検討をし、決定した。また資料作

成の役割分担をした。 

8 月 25 日、歩くコースのさらなる学習と時

間測定のため、10 時関内駅集合で大さん橋に

行き、所定のコースを歩いた。14 時頃大珍楼

別館で昼食を食べ、懇親会の下見もした。 

9 月 8 日、各自が書いた資料の読み合せや推

敲、添付写真などの検討を行なった。メールで

のやりとりの後、23 日に最終原稿を確定した。

また班分けした参加者名簿や時程表の作成、探

訪当日の委員の仕事分担など細部を詰めた。翌

24 日に印刷・綴込みをして資料は完成した。 

10 月 3 日、実行委員と運営委員で本番を想

定しての最終下見。雲行きの怪しい天気。案の

定、県庁前では激しい雷雨に見舞われ、暫く雨

宿りをしたが幸い短時間の雨で済み、特に問題

も無く予定通り終了した。 

さて、本番の 10 月 9 日を控え、台風 18号が

関東地方を通過するとの予報が出、6 日に港湾

局より艇を退避する関係もあり 9 日は運航を

中止するとの連絡が入った。行事の目玉が無く

なってはと 11 月 6 日に延期とし、夕方、班ご

とに参加申込者に連絡をとった。 

7 日予報通り台風が来てひと暴れしたが、9

日は良い天気であった。 

11 月 6 日は素晴らしい秋晴れ。10時大桟橋

埠頭ビルに 78 名が集合。挨拶や注意のあと乗

船し 10時 30分出航した。「はまどり」の室内

の豪華さに驚きながらも大半の人は好天気に

映える横浜港を眺めるため上甲板に出ていっ

た。普段経験できない真下からのベイブリッジ

の眺め、何頭ものキリンが並んだような本牧ふ

頭の設備、海上から見る青空の下の MM地区の

風景等々あっという間の 1時間であったが、皆

さん満足されたようでした。 

大さん橋の「くじらのせなか」で昼食を済ま

せ、班別に史跡探訪に出発。最初の「象の鼻パ

ーク」では今回の探訪で大変お世話になった港
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湾局 OBの田中常義氏の後輩で「象の鼻地区」

の復元などに携わった係の方から直接説明を

聞く幸運にも恵まれた。開港広場から県庁、歴

史博物館、馬車道、吉田橋、横浜公園と予定通

り歩き、15 時半に横浜公園で解散した。この

後、有志の人達で中華街の大珍楼別館での懇親

会も開かれた。 

台風による延期という椿事にも会いました

が年内に探訪を終わらせることが出来て良か

ったとほっとしている。 

追記  

1)“わ“の会のホームページに横山美智男氏が

写真を投稿してくれました。雰囲気が良く出

ています。 

2)海事広報艇「はまどり」は横浜市の財政逼迫

のため、今年 1 月で就航を終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

六人六人六人六人のののの花花花花たたたたちちちちのののの今今今今 

平成十九年十一月、会報 23号に「高嶺の花

たち」が載せられてから、二年半が過ぎた。「鵯

越」・「手袋」・「下戸」・「和み」・「土蜂」・「スト

レッチ」と題して紹介した六人の花たちは皆今

も健在。それぞれに経験、実績、研鑽を重ねて

自信に溢れ、溌溂と活動を続けているが、それ

は、些か弱り目の見え始めた男の子達への良き

カンフル剤ともなっている。 

中でも、「志峰の会」を名乗る花たちは、強

力なリーダーを得て活躍の場を広げ、八海山、

大菩薩峠、丹沢主稜縦走から遂に西穂高独標を

も征服するにいたった。 

眩しきかな高嶺の花たち！。 

新新新新しきしきしきしき花花花花々々々々 

「「「「絵絵絵絵    筆筆筆筆」」」」 

前日光県立公園は秋晴れ。古峰神社でバスを

降り、行者沼、深山巴の宿を経てやや盛りを過

ぎた紅葉の中を歩く。方塞山を登り切ると、ぱ

っと眺望が開けなだらかな前日光牧場の丘陵

が見える。ぽつぽつと放牧の馬。「絵になるな

あ」の声を耳に残し宿のハイランドロッジには

入る。 

翌朝、未だ陽の昇りきっていないロッジの前

に、彼女の姿があった。いつも持参していると

いう用具を広げ、熱心にスケッチ。見る間に、

白い用紙に広々とした秋草の牧場と、躍動する

馬達が描き出されて行く。絵筆に込められた真

摯な精神。羨ましいが、私には届かない彼女の

雅の時間。 

「「「「落落落落    栗栗栗栗」」」」 

 晩秋の「下野のくに」の里山。蓮華寺から天

平の丘という床しい名の林を抜け、国分寺跡を

通って落ち葉の道を行く。葉の落ちた栗の木の

小さな梢が、蒼空に細やかな刺繍模様を綴って

いる。 

彼女は、いつも静かに隊列の中に姿を置き、

仲間に溶け合い、周りの自然の中に溶け合って

いる。花に目をやり、鳥の声に耳を澄ませ、野

地蔵に歩み寄る。ふと、身を屈め何かを拾った。 
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「ホラ！」と手のひらに、木の実を広げた。 

小さくて顧みる人もない、しかし、艶やかな

光を放つ落ち栗が五つ、身を寄せ合っていた。

心優しき人に拾われた落ち栗の幸せが、そこに

あった。 

「「「「気気気気    迫迫迫迫」」」」 

 一月の大山三つ峰。好天ながら午後の陽の翳

りは、朝から歩き続けた二人に疲労を感じさせ

始めていた。この時間帯の持つ危険を彼女は充

分に承知しつつ、急峻なガレ場に差しかかって

いた。 

突然、彼女の後を来ていた同行者の叫び声。

そして、ドドドーツという恐ろしい落下音。 

愕然として後ろを振り返り、心臓が凍りついた。

同行者は、二十メートルの崖下に倒れたま、身

動きさえしていなかった。尋常ならざる彼女の

働きが、そこから始まる。 

けもの道を転がるように伝い降りると、動か

ない同行者を揺り起こし、声をかけ、あたりに

散乱した品々を拾い集め、肩を貸し、全霊を込

めて神に祈り、再び登山道まで這い上がった。

日暮は迫る。携帯は通じない。一刻を争う二人

三脚が始まった。 

彼女の血を吐くような励ましの言葉。「頑張

って！。あなたが歩かないと、ここで二人とも

凍死するのよ！」。その祈り。その気迫。その

愛…。天は、その声を聞き届けた。下山者があ

った。手配を頼んだ。必死の二人三脚が、遂に

報われた。 

道路に待機する白い救急車を目にした時、彼

女はそれを天使だと信じた。全身の力が脱け、

殆ど失神した。あれから一年。同行者は全快し、

今元気に我等とふれあいの道を歩いている。 

「「「「砂砂砂砂    嵐嵐嵐嵐」」」」 

 平成二十二年の年が明けた。千葉県御宿海岸

は、大寒のさ中だというのに春の暖かさ。遥か

の海原を越え渡って来た黒潮は、強い風に押さ

れ、海岸の崖に高々と砕け昇り、大輪の白い波

飛沫の華を咲かせていた。 

この日は、彼女の全くの初舞台。臆する風も

なく先輩の列に伍し、溶け込み、会話を楽しん

でいる。しかし、御宿海岸は、強風吹き荒れ、

砂塵は遠慮会釈なく全身を襲った。この砂嵐の

中「月の砂漠」を越えた彼女は、これからいか

なる頂を目指すのだろうか。
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友達に、「寺社を巡る会」で、足利氏ゆかり

の地を訪ねるので行かないかと誘われた。一度

行ってみたかった歴史の町、足利市はどんな所

だろうと二つ返事で決めた。私の中での、足利

学校のイメージは、寺子屋を少し大きくしたも

のだと受け止めていた。当日はぎりぎりで集合

場所に到着、すぐ出発になる。 

首都高から東北道羽生 PAで小休憩をはさみ、

目的地に急ぐ。いよいよ待望の足利学校だ。 

お堀の脇を、シティガイドを先頭に学校門

から広大な敷地内(概ね 18,000㎡)に入る。足

利学校は中世の最高学府。起源は諸説あるが永

享 4 年上杉憲実が足利の領主になった時、再興

を願い書籍を寄進、鎌倉から僧快元を庠主に招

いた。 

その成果で全国から学徒が集まる。入校する

と僧籍に入り、学費は無料。儒学、易学、兵学、

医学等を学んだ。しかし明治時代に入ると時代

のニーズに合わず衰微していき明治 5 年廃校

になる。その後 1990 年、建物と庭園が復元さ

れ一般公開されるようになった。 

学校門を入るとすぐに字降（かなふり）松

がある。読めない字やわからない意味は、紙に

書いて結んでおくと翌朝には返答があるとい

う。現在もこんな松があったらいいなと思う。

孔子廟などを見学し、南庭園を右に方丈の中に

はいる。仲間と庭園などをながめながらゆっく

り見学していると渡り廊下の先に書院が見え

る。書院の前の部屋で、白手袋にマスク姿の人

4、5 人が、古書を一枚一枚大切そうに扱う姿

がみえた。きっと曝書だろうとしばらく立ち止

まっていた。 

この中には金沢文庫から流出した古文書も

あるのだろうと、遠い昔に思いを馳せた。 

ゆっくり見ていると時間ですよと声がする。

私が描いていた寺子屋風の足利学校は、私の脳

裏から消え、当時の最高学府の面影がみえてき

た。もし再度訪れる機会があったら、一日ゆっ

くりとくまなくみてまわりたいと思い、再来校

を夢みて足利学校を跡に昼食場所に向かう。 

旅のもう一つの楽しみは食事。雑談を交え

ながらゆっくりと満足、満腹でした。 

次に鑁阿（ばんな）寺に向かう。開基は足

利義兼である。 

大日如来を本尊とする真言宗の古刹で、足利

市民の心の拠り所として参拝する寺院とのこ

と。門を入って先ず目の前に、大銀杏が今を盛

りと黄葉している。樹齢 600余年という大木は、

空に地に黄葉の界を広げ思わず歓声が上がっ

た。国重文の一切経堂には八角型の経棚があり、

2,000余冊の経本が収められているという。経

棚を一回転すると経を一通り読んだ価値があ

るという。大銀杏をバックに記念写真を撮る。 

3寺目の法玄寺に向かう。一歩寺内に入ると、

行き届いた庭園が私たちを迎えてくれる。住職

が留守ということで、奥様が寺の由来をお話し

てくれた。足利義兼の正室、北条時子姫が義兼

不在中の不倫を疑われ自害する。義兼はそれを

悼み菩提の寺院を建立した。 

この寺院は「つまずいたっていい 人間だ

もの」の詩人相田みつをさん、栗田美術館を開

いた栗田英男さんの菩提寺でもある。 

次に訪ねたのはバスで二十分位、両側に田

畑が広がる中の樺崎八幡宮である。宮では市の
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職員が私たちを迎えてくれ、宮の由来を説明し

てくれた。義兼はこの宮で日々念仏を唱えなが

らこの地で亡くなった。宮の前では昭和 59 年

から発掘調査が進められ、種々の遺跡、遺物が

発掘され、現在に至っている。また、町の人の

好意により温かいけんちん汁が振舞われ心豊

になった。 

バスをしばらく走らせて佐野厄除大師に。

関東三大薬師の一つとしてお正月には大勢の

参拝客で賑わうそうであるが、当日は参拝の時

間も遅く閑散としていて、建物だけが威厳を醸

しだしていた。 

最後の見学場所第一酒造に到着。楽しみの

試飲や御土産などを求めバスに乗る。足利氏ゆ

かりの寺社巡りの旅も終了し途中渋滞に巻き

込まれながらも東京、横浜の夜景を満喫し帰路

に着く。 

幹事の皆様の行き届いた資料、綿密な計画に

より楽しい旅をすることが出来ました。有難う

ご座いました。 

    

    

    

    

 

 

 

 恒例となった特別探訪は、雲ひとつない好天

気の平成２１年１１月２７日、４７名の参加を

得て行われた。順調に足利に着き、ガイドの出

迎を受け、足利学校に向かった。 

歩道橋の上から見た足利学校は堀の内側を

高い生垣で囲まれた中に、年代のたった建造物

と真新しい大きな建物が見渡せた。学校の背景

には折からの紅葉に映える美しい山々が見え

た。 

橋下の道路は広く新しく整備され、足利の街

並みは落ち着きがあり、活気があるように感じ

られた。我々は入徳門から入り、大きな石の孔

子像を見つつ静寂感のある学校門をくぐると、

正面に孔子廟、右手によく手入れされた庭園が

見えた。庭園に面して江戸時代の姿に復元され

た立派な建物の方丈、庫裡があった。庫裏から

入り、各種の典籍と像などを拝観した。 

その中に金沢文庫印の押された宋刊本文選

が有ったが、レプリカであった。本物でなく残

念な気もしたが、金沢文庫本を大事にしている

ことが解った。また実質的に足利学校の基礎を

作った上杉憲実の像が方丈にあるのに対し、孔

子廟の中に足利学校創建者と言われる小野篁

の像があって、興味深かった。 

 次いで北西側の道一つ隔てた処にある鑁阿

寺へ行った。境内は、足利氏の居館跡地でほぼ

正方形をした４万㎡もある広大な地で、堀・土

塁を持ち、豪族の居館跡の姿をとどめているの

で国の史跡に指定されている。鑁阿寺は足利義

兼によって開創された足利氏の氏寺で真言宗

大日派の本山である。本尊は大日如来で、鑁・

阿とは金剛界・胎蔵界の大日如来を表わす種字

で、真言宗の理想を示す文字であるとのことで

ある。 

大御堂（本堂）・鐘楼は創建当初の建築物で、

その他経堂・多宝塔等立派な建物があった。

我々は経堂に入れて頂き、一切経の入った八角

形の輪蔵を回し功徳を願った。見事に黄葉した

樹齢６００年という大銀杏の下で記念写真を

とった。 
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 その後、足利義兼の正室時子の腹に蛭が入り

妊娠のように見えたため密通が疑われ自害し

潔白を証した悲劇の人時子と、畠山重忠の菩提

を弔うため建立された法玄寺を訪ねた。法玄寺

では特に文化財の保護と、新しい形の庭園造り

に努めておられ感心した。 

 続いて、足利の中心街の北東、八幡山の東麓

にある樺崎八幡宮及び樺崎寺跡を訪ねた。現地

には足利市教育委員会の担当者と樺崎八幡宮

奉賛会の方々が待っていてくださった。樺崎寺

跡は現在大規模な発掘中で、青いシートで覆わ

れた土地にブルドーザーが置かれていた。 

石段の上の山の中腹には樺崎八幡宮の春日

造りの美しい本殿が建っていた。 

担当者の説明によるとこの辺りは足利氏

代々の廟所、樺崎寺跡で、広い浄土庭園があり、

多くの堂塔がある寺院の跡であったとのこと

である。国史跡に指定され昭和５９年から大規

模な発掘調査が続けられているとのことであ

った。 

奉賛会の方々が我々に温かな具の多いけん

ちん汁のような汁物を振舞って下さった。温い

もてなしに、一同感激しつつあとにした。 

 最後の史跡として、足利市の東隣の佐野市に

ある佐野厄よけ大師に行った。藤原秀郷の創建

した寺院で後に天台宗に変わり、密教の行法を

深く修めて神通力を持った天台座主の慈恵大

師（元三大師）の像を安置していて、厄除、身

体安全の祈願で有名な寺院である。金色に輝く

水子地蔵尊・大梵鐘に驚いた。立派な佐野東照

宮が並んで建っていた。 

 今回の特別探訪は世話人の方の行き届いた

配慮によって非常に得る事が多かった。また、

足利市が世界遺産登録を目指し長期にわたり

努力し、市民も盛り上がっていたのに対し、金

沢区内の称名寺などが世界遺産の登録が図ら

れているのに、あまりにも関係者が冷淡だった

ことに気がついた。 
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  会報 31 号 13 ページ、「浮雲俳句会」抄録Ｎｏ7 の右欄の最後の 4 行「「「「あるあるあるある。。。。人賞人賞人賞人賞    

若若若若鶏頭空鶏頭空鶏頭空鶏頭空にはためくにはためくにはためくにはためく入港旗入港旗入港旗入港旗    好童好童好童好童〈〈〈〈葉鶏頭葉鶏頭葉鶏頭葉鶏頭（（（（雁来紅雁来紅雁来紅雁来紅ともいうともいうともいうともいう）〉＝）〉＝）〉＝）〉＝熱帯熱帯熱帯熱帯アジアアジアアジアアジア原産原産原産原産。。。。高高高高    

ささささ１１１１米米米米ほどほどほどほど。。。。葉葉葉葉はははは互生互生互生互生してしてしてして長円形長円形長円形長円形でででで雁雁雁雁」」」」までが重複して掲載されておりました。 

上記の重複しております文字の削除をお願いいたします。 訂正し、お詫びいたします。 
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2010 年 3 月～5 月の予定           注：表中の「 CC 」は、「 地区センター 」の略 
 2010 年 3 月    4 月    5 月    

学習会学習会学習会学習会    予定はありません 予定はありません 

5 月 8 日(土) 能見台 CC 

定期総会：9:15～10:45 

学 習 会：10:55～11:45 

「室町時代の金沢」 

かねざわの歴史事典 

編集委員長 熊谷 哲氏 

寺寺寺寺    社社社社    をををを    

巡巡巡巡    るるるる    会会会会 

3 月 4 日（木） 
集合:10:00大船駅(南口) 
テーマ：藤沢：片瀬地区 
行 動：竜口寺～常立寺～本
蓮寺～地蔵堂～蜜蔵寺～森
林公園 

4 月 1 日（木） 
集 合：10:00 辻堂駅 
テーマ：藤沢：西部地区 
行動：大庭城址公園～大庭神
社～養命寺～鵠沼皇大神宮 

5 月 6 日（木）集合：10:00 
大船駅(南口) テーマ：栄区： 
田谷地区、鎌倉：玉縄地区 
行動：黙仙寺～長尾砦跡～長
尾御霊神社～定泉寺～田谷 
洞窟～御霊神社 

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 

3 月 11 日（木）金沢公会堂 

古今集 仮名序(変体仮名) 

3 月 18 日（木）金沢公会堂 

金沢区鈴木家文書 

4 月 8 日（木）金沢公会堂 

古今集 仮名序(変体仮名) 

4 月 22 日（木）金沢公会堂 

秋葉山詣 

5 月 13 日（木）金沢公会堂 
 異国船近海渡来につき 
  軍役御定め 
5 月 27 日（木）金沢公会堂 
 秋葉山詣 

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 

3 月 18(木)  千葉コース 

No20 海と森をつなぐみち 

No21 アジサイのみち 

（雨天の場合：19 日） 

4 月 15(木) 栃木コース  
NO16 アシそよぐ水辺のみち 
（雨天の場合：16 日） 
4 月 29(木)30（金）番外 
栃木県、鳴虫山・戦場ヶ原 

5 月 20(木) 栃木コース: 

NO25 稜線をたどるみち 

（雨天の場合：21 日） 

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 

3 月 8 日（月）能見台ＣＣ 

12時～15時 破戒(大映) 

3 月 22 日（月）能見台ＣＣ 

12時～15時  荒馬と女(米) 

現在、会員に上映映画の希望アンケートを行っております。 

3 月中旬に平成 22 年度の会の計画が出来上がります。 

計画が確定後、別途の方法で皆様にお知らせ致します。  

浮浮浮浮                雲雲雲雲    

俳俳俳俳    句句句句    会会会会    

3 月 28 日（日）9：30～ 
区民活動センター  

テーマ：磯の探査 第 38 回句
会、長い海岸線の磯に迫る 

4 月 25 日（日）9：30～ 
金沢ＣＣ 中会議室  

テーマ：船・第 39 回句会 
客船・貨物船等大型船に迫る 

5 月 23 日（日）9：30～ 
金沢ＣＣ 中会議室  

テーマ：卯波 第 40 回句会  
海をキーワードにした兼題の
フィナーレは波 

3 月 2 日(火)WORD 基礎講座：

地図入り文書（2） 

3 月 16 日(火) Windows 基礎 

講座：デター変換 

4 月 6 日(火) Windows 基礎 

講座：日本語入力 

4 月 20 日(火) Windows 基礎

講座：ファイル・フォルダー 

5 月 11 日(火) Windows 基礎

講座：画面の設定 

5 月 25 日(火)電子メール基礎

講座：写メール 

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いこいこいこ

なすなすなすなす会会会会    

9:30～12:00：金沢公会堂 9:30～12:00 金沢公会堂 9:30～12:00：金沢ＣＣ予定 
 

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 2 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 後編 集 後編 集 後編 集 後 記記記記    “わ”の会１０周年記念の４大事業のうち、

残りの「新版かねざわの歴史事典」 の編纂・「変わりゆく

横浜・金沢の風景」の制作・１０周年記念誌「“わ”の会

１０年のあゆみ」の編纂の３大事業が、いずれも近々完成

するとの報告を戴きました。担当された皆様方の多大のご

苦労に敬意を表すると共に、感謝の気持ちをこめてその成

果を享受したいと思います。（田中） 
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