平成 22(2010
(2010)
10)年 5 月
ホームページ : http://kanazawa-wanokai.in.coocan.jp/
/ メール:
メール : wawawanokai@nifmail.jp

● “ わ ” の 会 は １ 2 期 を 迎 えました
● 10 周年記念事業はすべて
周年記念事業 はすべて終了
はすべて 終了いたしました
終了 いたしました
● 10 周年記念事業を
周年記念事業 を 写真でたどって
写真 でたどってみ
でたどって み ました

分科会からの
分科会 からの便
からの 便 り

巻頭言
2

“わ”の会は 12 期目を迎えました
小俣

10

悦男

浮雲俳句会 代表
14

運営委員会からのお
運営委員会 からのお知
からのお 知 らせ
3

5

寺社を巡る会 代表

横浜郷土史団体連絡協議会報告

16

(“わ”の会顧問)

岡本

16

第 7 回フォーラム KANAZAWA の報告

8

街のサークル活動紹介展への参加

田中 徳明
18

精一杯楽しんでおります
岡田 満

学習会
9

新海 昭

「桜七口」

昭

7

松本 和俊

会員からの
会員 からの寄稿
からの 寄稿

運営委員を退任するにあたり
新海

清市

PC One Point Advice 2
パソコンを使いこなす会

茂男

北野

「寺社を巡る会」と反省会

10 周年記念事業は終了しました

横浜郷土史団体連絡協議会会長

7

「浮雲俳句会」抄録 No.9

行事予定
20

学習会の感想 （アンケート結果）
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6 月～8 月の予定

歴史を学ぶ｣は貫かれているものの学習会の

会員の皆さま方におかれましてはご健勝に

テーマの選定に当っては一部の講師に学習会

お過ごしのことと存じます。

テーマまでを委ねてしまい、主体的な企画立

先ず、会員の皆さま方にご報告申上げます

案に課題を残しておりました。

ことは 10 周年記念の 4 事業の残り 3 事業を昨

そこで、更なる会員の満足度の向上を図る

年度末に目途をつけ本日皆様方のお手元へ 2
冊の本、
『 新版 かねざわの歴史事典』と『“わ”

べく今後はわが街金沢の歴史を原始、古代、

の会 10 年の歩み』をお渡しする事が出来まし

中世、近世、近代と時系列的に学ぶことをシ

た。

リーズ化し、各年度 2 講座をこれに当てて行

また、｢変わりゆく横浜・金沢の風景｣はネ

きます。また最初に講師ありきでなく、先ず

ット上での展開を企画立案し、既に“わ”の

テーマを決めることを第一義としてまいりま

会のホームページから見ることが出来ます。

す。一方で外部講師に依存するだけでなく会

一昨年 11 月に実施した｢金沢区民歴史講演

員の手作りによる学習会にしたく、本年度は

会｣を含め 4 記念事業が滞りなく完遂出来た

7 回のうち 3 回を会員の手によるものと致し

ことは一重に事業に直接関わった方々並びに

ました。

会員皆々様方のご理解とご支援の賜物と存じ
分科会ヘ
分科会 ヘ の 対応

ております。また 5 周年記念の 2 事業に続き
10 周年記念の 4 事業も完遂出来たことは企画

お陰様で当会の特徴であり力の源でもあり

立案したことは必ずやり遂げるとの伝統文化

ます分科会は 6 分科会の何れもが会員以外の

が根付きつつあるといえます。

方も参加が可能なこともあって延 200 名を越

このことを確りと受け止め今後に生かし引

える方が継続的に活動することで生きがいを

き継いでいきたく決意を固めております。今

求めるだけでなく専門性の向上と和の深まり

年も当会の性格を示す 5 つの“わ”の会の旗

などその成果は如実に上っております。

の下に会員の拠り所として学習会並びに分科

なお、｢寺社を巡る会｣と｢古文書を読む会｣

会活動を通じて一段と地歩を固めて行きたく

は本年度で 9 年目を迎えております。これを

存じております。

受け、分科会が 10 周年記念事業を行う場合、
会として如何なるバックアップが出来るのか

学習会を
学習会 を 見直し
見直 し

当該分科会と話合いを開始致します。事例を
積み上げることで他の分科会への範としたく

学習会はこの 11 年間で 77 講座、40 名強の

存じております。

講師の先生方にお願いをして参りました。昨
年度の就任挨拶の際に申上げましたが講座内

会員数

容がマンネリ化しないよう停滞しないよう、

今年度の会員数は 122 名です。継続率は昨

会員有志の方々から貴重なご意見を頂きまし

年(91%)を上回る過去最高の 92 パーセント

た。
一方で過去の学習内容を総点検いたし、そ

(112 名)です。継続率が高いことは学習会、分

の結果当会の創設目的の一つである｢金沢の

科会の活動を通じて一体感を育み愛着心が高
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まっている結果だと理解しております。よっ

さらに 3 月下旬には金沢区民活動センター

て退会者の分について新規募集を行い昨年度

展示コーナーでの｢街のサークル｣活動紹介展

と同数の 122 名と致しました。

へ“わ”の会の活動状況を区民の方々に知っ
て貰うべくパネルにして出展しました。

なお当会は会員の皆さまが愛着心を持って
会を運営して行く事が浸透しており 4 委員会

一方で当会独自の動きとしては、
『 新版 かね

と 6 分科会で延 60 名の会員がその運営に参加

ざわの歴史事典』を金沢文庫、地区センター、

しております。

金沢図書館などの施設と小中学校へ無料頒布
を、また区民の方々にも金沢の歴史を手短に

外部活動など
外部活動 など

知って貰うと同時に当会の活動に理解を頂く
べく有料ですが頒布致します。

当会は設立時から参加している横浜郷土史
団体連絡協議会と横浜開港資料館、横浜市歴

さらに、
『“わ”の会 10 年の歩み』もお世話

史博物館が共催した｢加盟団体紹介パネル展

になった講師の方々や金沢文庫、金沢図書館

(平成 21 年 20 日から 11 月 1 日)｣へ参加いた

などへ配付致します。ネット上で展開してい

しました。

る、｢変わりゆく横浜・金沢の風景｣について

この展示会は横浜郷土史団体連絡協議会の

も会員だけでなく一般の方々も訪問しやすい

活動内容を市民に広く知って頂くことを目的

よう“わ”の会のホームページから見ること

としたもので当会も概要や活動内容などにつ

が出来ます。
これら学んだものを会員だけでなくお世話

いてパネルにして展示しました。
また 3 月に行われました第７回金沢区生涯

になっている区民へ還元して行く事は当会の

学習会交流会(フォーラム KANAZAWA)へは

進むべき方向に叶うものと存じております。

担当運営委員が当初から実行委員として参加

会員の皆様方におかれましては今後とも旧

し運営委員も事前の印刷、パネル作成作業や

に増してのご理解とご協力を賜りたくお願い

当日の会場設営・
・ 撤収、アンケート回収など

申し上げます。

に協力致しました。

10 周年記念事業の 4 事業（①金沢区民歴史

10 周年記念事業は先ず平成 19 年に会員の

講演会および 10 周年記念パーティー開催

方々からの提案募集を行い、その結果 25 件に

②『かねざわの歴史事典』補訂版刊行

上る提案がありその中から今回の 4 事業に絞

③｢変

わりゆく横浜・金沢の風景｣ホームページの制
作

り込み 20 年 5 月の総会で承認を頂きました。

④『“わ”の会 10 年の歩み』刊行)につい

実行推進する組織としては、10 周年記念事

ては事業によっては当初の日程より遅れたも

業委員会の下に 4 つの専門委員会を設けまし

のもありましたが、内容的にはほぼ当初の計

た。最初に実施した金沢区民歴史講演会は 20

画通りに 3 月末に完遂いたしました。

年 11 月に横浜市立大学のカメリアホールで

よって 10 周年記念事業委員会と 4 つの専

行い会員 100 名、一般公募の区民 200 名とほ

門委員会は解散しました。

ぼ満席になる盛会となりました。
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講演会は来賓の金沢区長石井洋一氏からお

ームページ上で展開すべく取組みました。そ

祝いの言葉を頂き、講演は、県立金沢文庫学

の結果、金沢の風景を約 400 項目リストアッ

芸課長西岡芳文氏および横浜開港資料館主任

プ、検討を加え最終的には 237 項目に絞り込

調査研究員西川武臣氏の両講師による六浦ミ

み 200 字程度の説明文言を付けました。その

ナトから横浜開港と現代に至る変遷がテーマ

風景に関連するその他の写真を付けることで

でした。大変興味深い話に参加者のアンケー

1200 枚余の写真で構成されており、既に“わ”

ト結果からも満足度が窺がえました。

の会のホームページを経由して見ることが出
来ます。

講演終了後隣接するシーガルホールで 10

『“わ”の会 10 年の歩み』は 5 周年記念事

周年記念パーティーが行われ、横浜市郷土史
団体連絡協議会木村昭太郎会長からお祝いの

業『“わ”の会

5 年の歩み』に続いての発刊

言葉を頂きました。出席者は講師の先生、区

となりました。当初は昨年 5 月ないしは 8 月

内の郷土史グループ、OB、OG など 70 名の参

を予定としていたが過去のデータ整理などに

加を得て懇親の実を上げ盛会の裡に終了しま

手間がかかり漸く 5 月の発刊にこぎつけまし

した。またこの様な大勢の参加者を対象にし

た。内容は｢会員の声」をはじめ学習内容、運

た講演会を会員の一致協力のもとに成功に導

営形態、会報、ホームページ、記念事業、ま

いたことは運営サイドの自信に連なったとい

た分科会などこの 10 年間の“わ”の会の活動

えます。

について網羅しました。

『かねざわの歴史事典』補訂版刊行につい

比較的最近入会された会員の方々にもこの

ては 2 年余をかけて先ず初版を全面的に見直

1 冊で“わ”の会についてかなりのご理解が

し若干の項目を追加、更に調査対象期間を昭

頂ける筈です。
しかし４事業が当初の計画通りに完遂した

和期末(初版は戦前まで)までとしたことで項

とはいえ、
“わ”の財産ともいえるこれらを構

目は 148 項目増え 1500 項目となりました。
付属資料や図を充実したうえで、新たに系

成する膨大なバックデータへの情報の積み上

図や金沢の古い地名など 6 項目を加え 13 項目

げと保存管理を如何に進めて行くべきか大き

としました。なお、改訂、補充が大幅であっ

な宿題を残しており今後この事に真摯に取組

たことで最終的には表題を｢新版かねざわの

んでいかなければならないと存じております。
今後とも皆様方の一層のご協力を賜りたく

歴史事典｣としました。

切にお願いいたします。

｢変わりゆく横浜・金沢の風景｣についても
2 年余をかけて現在の金沢の風景を記録しホ

満席の金沢区民歴史講演会(カメリアホール)
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来賓の金沢区長
石井 洋一氏

講師の金沢文庫
西岡 芳文氏

講師の開港資料館
西川 武臣氏

お客様と談笑中の岡本代表
(役職名は当時)

１０周年記念パーティー（シーガルホール）

変わりゆく横浜・金沢の風景のホームページ

新版 かねざわの歴史事典

岩崎竜一&ハマ・
アイランタ゜―スの演奏

“わ”の会 10 年のあゆみ

横浜市内には、私たちの金沢区生涯学習

事と、横浜開港資料館との連携により、そ

“わ”の会の他、郷土史の研究をしている

れぞれの団体が活発に市民活動として定着

団体やグループが数多く活動されておりま

す るよ う、横 浜開 港資料 館の 指導で 2006

す。

年 3 月にこの連絡協議会が発足いたしまし

そのような団体の横の連絡を緊密にする

た。今年は、5 年目の活動に入り、現在加
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湊から横浜港へ」を平成 21 年 11 月 1 日(日)

盟団体は、50 団体となっております。
協議会では、年 4 回「横浜郷土史団体連

に横浜市歴史博物館講堂にて開催いたしま

絡協議会ＮＥＷＳ」を発行し、会員に活動

した。

状況を報告いたしております。

講師は、横浜市歴史博物館、横浜開港資

特に“わ”の会では、毎号を増刷し会員

料館の先生方で阿諏訪青美氏、斉藤司氏、

の皆様にお配りいたしております。内容は、

西川武臣氏、高村直助氏で会場一杯の会員

協議会の事業につき告知するほか、活動報

が熱心に聞き入ってくださいました。同時

告や他の団体の動静などが分かるよう編集

期に、協議会加盟団体の活動紹介パネルの

されております。

展示を横浜市歴史博物館ロビーを使い開催

この結果、当会の会員の各行事への参加

し、
“わ”の会のパネルも展示しました。博

も多く、各回に 10 名程度の参加がありま

物館来場者に会の存在をアピールをする事

す。また、会員の中にはこのＮＥＷＳで知

が出来ました。

り他のクラブ行事に参加するなど活発な交

なお、展示後のパネルは、その後横浜開

流がなされております。

港資料館内にて 12 月 20 日まで展示し来館

市内の博物館や、資料館などの催しなど

者の目に触れることとなり、大きなＰＲが

も掲載されておりますので参考にされると

出来たことと思っております。

良いかと思います。昨年は、横浜開港 150

22 年度は、周年記念行事はありませんが、

周年という記念すべき年となりましたので、

研修会を横浜開港資料館の企画展示関連以

協議会でも、特別事業として平成 21 年 7

外にも市内の各区、各地域にある歴史探訪

月 25 日(土)に記念講演会を、はまぎんホー

を含めて活発に開催したいと思っておりま

ルヴィアマーレで開催いたしました。

す。ＮＥＷＳをご覧いただき積極的にご参

講演者は、フェリス女学院大学教授大西

加下さるようお待ちいたしております。私

比呂志氏、女優で横浜夢座座長でもありま

は、この一年間横浜郷土史団体連絡協議会

す五大路子氏にお願いし「近代横浜を生き

会長として活動してまいります。よろしく

た女たち」の題名でお話しを頂きました。

ご支援の程をお願い申し上げます。

520 席の定員が満席になる盛況でした。
当会からも十数名の参加がありました。ま
た、第２弾として記念フォーラム「神奈川
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この度“わ”の会の運営委員を退任させ

トしております。

ていただく事になりましたので、一言ご挨

組織は伝統を守りつつも、常に幅広い視

拶を申し上げます。私が“わ”の会に入れ

野と新しく柔軟な発想が必要であり、経験

ていただき、学習会等に参加しておりまし

のある先輩運営委員と新しい運営委員とが

た折に、先輩の運営委員から「運営委員を

一丸になる事によって、次の 10 年に向けて

手伝ってみませんか ?」とのお誘いが運営

“わ”の会の活動の基盤が出来つつありま

委員になるキッカケでした。

す。

生涯学習団体の運営や行事企画など初め

運営委員になった時から 2 年が退任の時

ての事でしたが、会員の皆さんや運営委員

期と考えおりましたが、事情もあり 3 年に

の諸先輩に助けられてどうにかここまでや

なってしまいました。この間、色々な経験

ってまいりました。

をさせて頂き充実した期間でもありました。

代表の方針もあり、幸いここ 2 年間で 6

これはひとえに会員の皆様のご指導と運

人の新しい方々が運営委員会に加わり、

営委員諸先輩の協力のお陰と感謝申し上げ

“わ”の会に新しい風が入り活動がスター

退任の挨拶といたします。

第 7 回「フォーラム KANAZAWA 2010」(主

7 つの生涯学習団体・37 人の街の先生と区

催：金沢区生涯学習交流会実行委員会、共催：

民活動センターが参加して生涯学習の活動を

金沢区役所)が 3 月 6 日(土)に昨年と同様、能

区民の皆さんに発表(実演・体験・説明・展示)

見台地区センターで開催されました。当日は

いたしました。
“わ“の会は、今回、会の基幹

雨模様にもかかわらず昨年とほぼ同じ 600 名

事業の紹介と新規会員募集・分科会の活動を

の来場者がありました。
“わ“の会のブースへ

紹介するポスターのほか、
「変わり行く横浜・

の訪問者は今年 51 名でした。

金沢の風景」と 5 月に発刊する「新版 かねざ

～ 事前の
～
事前 の PR～

わの歴史事典」のポスターを作製しパネルに

昨年も 2 月から試みました能見台地区セン

展示しその PR に努めました。

ターの廊下の壁を活用した「廊下ギャラリー」

その結果「新版 かねざわの歴史事典」を 2

を今年も実施し、各学習団体や街の先生のポ

名の区民の皆さんから予約をいただきました。

スターを展示し PR に努めました。
“わ“の会

また、4 名の区民の方々から「新規会員の申

からも「学習会の講師募集」のポスターを展

込」がありました。
～ 実行委員会～
実行委員会 ～

示し講師の募集を行いました。
～ 展示・
展示 ・ 実演・
実演 ・ 説明～
説明 ～

“わ“の会は従来から学習会会場の事前予

7

約や発行物の印刷等で、区の施設の便宜を図

前及び当日の案内チラシや会場のレイアウト、

って頂いております。このこともあり、区の

ブース等の名札の作成で協力いたしました。

要請に基づき生涯学習交流会実行委員会に一

また、当日は多数の“わ“の会運営委員が

メンバーとして参加をしております。

展示会場設営・撤去、アンケート回収や来場

今回も、「フォーラム KANAZAWA」の事

者の対応など、裏方として協力いたしました。

“わ”の会のブース

ブースで打合せ

“わ”の会は教育・歴史のジャンルで 3 月 28

2 月 28 日(日)から 4 月 3 日(土)まで金沢区
役所 1 階金沢区民活動センター“ゆめかもん”

日(日)から 4 月 3 日(土)まで横 1ｍ縦 2m 程の

展示コーナーで金沢区で活動している様々な

展示板に 3 月 6 日能見台地区センターで開か

団体・サークルの活動の様子を紹介する活動

れたフォーラム KANAZAWA で利用したパ

紹介展が開催されました。出展希望の 76 団体

ネルやポスターを展示しました。また「新編

を活動内容で 5 つのジャンルに分け、1 週間

かねざわの歴史事典」の宣伝チラシをおきま

ずつの展示期間が与えられました。

したが、途中増し刷りをする状況でした。

“わ”の会の展示パネル
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「街のサークル」活動
紹介展のポスター

公開歴史講座 「 江戸名所図会にみる
江戸名所図会 にみる金沢八景
にみる 金沢八景」
金沢八景 」
開催日：2010 年 2 月 20 日 (曇り)
場 所：能見台地区センター 多目的室
講 師：横浜市歴史博物館主任学芸員 斉藤 司 氏
出席者：会員 68 名 ビジター14 名 合計 82 名 会員の参加率：55.7%
① 全体評価
大変良かった
大変良 かった：
かった ： ３２

良 かった：
かった ： １０

普通：
普通 ： ０

つまらなかった：
つまらなかった ： ０

・学術的裏付けがあり説得力があった(8)
・資料に沿った明快な説明でよく理解できた(6)
・金沢八景について判りやすい説明で理解できた(4)
・江戸名所図会かくも金沢八景について多くの記述があったこと(4)
・新しく認識する事が多かった(3)
・幅広い視点で歴史を見ることの重要性がわかった(3)
・景観の成立条件等(2)
② もっとも印象深
もっとも 印象深かったこと
印象深 かったこと
・巨勢金岡が筆を捨てた理由が理解できた(8)
・「八景」の存在理由(6)
・名所に関する見方が良くわかった(5)
・月岑の挿絵への取組み(5)
・近江八景(巡礼型)と金沢八景(箱庭型)の対比
・江戸と鎌倉の関係について(3)
・金沢が鎌倉の一部であった事(2)
・江戸名所図会が出た歴史的背景(2)
・能見堂と金龍院からの眺めの違い(2)
③ もっと詳
もっと 詳 しく知
しく 知 りたいこと
・江戸名所図会の書かれた時代の動向と町民の暮らし(3)

斉藤

・江戸名所図会の書かれた全ての文と挿絵をみたい(3)
④ 斉藤 先生にご
先生 にご講演
にご 講演をいただきたい
講演 をいただきたいテーマ
をいただきたい テーマ
・「名所図会」をもっと深耕(2)
・ペリー来航時における金沢藩の活躍とその具体的見聞(2)
・金沢地区の明治以降の史実(2)
・江戸を支えた近郊(千葉・埼玉・神奈川)の中での三浦半島について
・小栗忠順について
⑤ 学習会、
学習会 、 運営委員会等に
運営委員会等 に 関 するもの
・充実した資料、丁重な対応、22 年度の講座も期待しています
・公開講座を継続して下さい
・能見堂からの展望を改善(樹木の伐採など)について進言できないのか
・良い時間を過ごしました。機会を見て参加します（ビジター）
9

司講師

｢浮雲俳句会」
浮雲俳句会 」 代表

北野 清市

港（３６回例会の兼題）
港（古くは「湊」という）は、
“海をキーワードにした兼題”の第５弾。港といえば、我々
にとっては「横浜港」を取り上げておかなければならない。
「横浜港」は 1859 年（安政 6 年 6 月 2 日）開港。昨年開港 150 周年を迎えていろんなイベン
トがあったばかりだ。
「横浜港」は、風向・風力・水深等港としての最適な条件に恵まれた天
然の良港である。それだけに、我が国を代表する貿易（名古屋・東京に次いで全国第 3 位）
港として発展する一方、東日本の商業港として、あるいは京浜工業地帯などの臨海部の工業
港としても重要な役割を果たしている。
ここで、「横浜港」のデータを２・３紹介しておこう。
①貿易額（H17 年現在）
輸出７兆 1,516 億円。輸入 3 兆 3,456 億円。合計 10 兆 4,972 億円である。これらは輸出が
10.9％と名古屋に次いで 2 位。輸入が 5.9％と東京・名古屋・大阪に次いで 4 位となってい
る。また輸出入合計では 8.6％となっており、名古屋（10.1％）
・東京(8.8％)に次いで 3 位で
ある。
②輸出入先
輸出----中国 26.７％・アメリカ 8.7％・韓国７％・オーストラリア 4.8％・タイ 4.6％
輸入---中国 18.4％・サウジアラビア 22.8％・アメリカ 12.4％・オーストラリア 9.3％・
マレーシア 7.6％
③埠頭の増加
本牧・山下・大黒埠頭等 11 ヶ所の埠頭と大桟橋がある。ことに近年の特徴は、コンテナ船
の出入港の増加などにより、これに対応する埠頭の増加が目立っている。
④入港船舶数（H16 年現在）
42,252 隻（うち外航船；11,212 隻）が入港し全国 1 位である。特に外航船が増え、全入港
船舶数の 26.5%を占めている。
着飾って
着飾 って港横浜女正月
って 港横浜女正月

一清

舟（３７回例会の兼題）
“海をキーワードにした兼題”の第 6 弾。
「舟」は英語で Boat であり、船は Ship。また舟
は水上を移動する手漕ぎの乗り物を指し、船は「舟」より大きく手漕ぎ以外の移動力を備え
たものを指す。
句会における出句の内訳は，単なる舟４・釣船２・小船２・浅蜊舟２。それに 1 句のみが
渡舟・捨て舟・海苔舟であった。
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なお、「舟」そのものが季語になっているものを挙げておこう。
※＜春＞―若布（わかめ）舟・搗布（かじめ）舟・浅蜊舟・海苔舟・蜆（しじみ）舟。
※＜夏＞―荒布（あらめ）舟・昆布舟・鵜飼舟・夜焚舟・夜釣舟・網舟・鱚（きす）舟
※＜秋＞―鯊（はぜ）舟・紅葉舟・盆舟・舟燈籠。
※＜冬＞―雪見舟・初漁舟・牡蠣（かき）舟。
海光の
海光 の 真只中の
真只中 の 浅蜊舟

一清

凧（38 回例会の兼題）
凧揚げは、中国でもヨーロッパでも古くから行われきた。日本には中国から渡ってきた模
様。本来は子供の遊びではなく、集落と集落の間の競技。埼玉・静岡・新潟・長崎の大凧競
技は有名。ことに長崎の凧合戦は 4 月におこなわれ、糸にガラスの粉を塗りつけて、相手の
糸を切って落とす。普通、東京や大阪では正月に掲げるが、浜松などは 5 月の節句に掲げる。
大凧は風の強いときを選んで掲げることが多い。大体において陽春の頃の遊び。凧はいか
のぼりともいい、いろいろの種類があり、うなりをつけたものをうなり凧・ぶんぶん凧とい
う。空中高く揚がる凧は、さまざまな情感をそそり、郷愁をそそるものだ。＜いかのぼりき
いかのぼりき
のふの空
のふの 空 のありどころ

蕪村＞と、はるかな江戸時代に詠んでいる。
蕪村

因みに、「凧」の季語を「傍題」を含めて列挙----紙鳶・いかのぼり・いか・はた・かかり
たこ・切れ凧・落ち凧・狂ひ凧・勝凧・負凧・たこの糸・たこの尾・絵凧・字凧・蔦だこ・
洋凧----と続く。
下 りてなほまたのぼりたき絵凧
りてなほまたのぼりたき 絵凧かな
絵凧 かな

一清

ろいろなことが連想される。例えば、草野

《第３６回例会》H22 年 1 月 31 日

球では、少し前まで三遊間までしか日差し
［秀
天

作］

はなかった校庭のグランド。それがセンタ

賞

日脚伸ぶ
日脚伸 ぶ 校舎の
校舎 の 影 は 二遊間

ーラインを結ぶ＜二遊間＞まで伸び、本格
一幸

的な野球シーズン到来の喜びがひしひしと

季語＜日脚伸ぶ＞をフルに活用した“旬

伝わってくるのだ。------俳句はまさに“省

（しゅん）”の秀句。「冬至」には、昼が最

略の文芸”である。省略があってこそ想像

も短く逆に夜が長い。しかし、
「冬至」を過

の世界が広がってくるのだ。

ぎるとだんだん日が長くなって、畳の目一

追って、皆吉爽雨は＜日脚伸
日脚伸ぶ
日脚伸 ぶ 夕空紺を
夕空紺 を

つずつ伸びるという。
「冬至」の頃の東京の

とりもどし＞と吟じているが、＜日脚伸ぶ
とりもどし

日没は午後 4 時半だが、節分には午後 5 時

＞という季語を、空の色の変化に反射させ

10 分にもなる。同時に、春は光からという

たセンスが鋭い。また日野草城は＜日脚
日脚の
日脚 の

が、あと数日すると立春。明日からは、プ

伸 びいのちも伸
びいのちも 伸 ぶるごとくなり＞と、病弱
ぶるごとくなり

ロ野球も沖縄・宮崎などで待ちに待ったス

な作者の生きたいという願望が、自然の力

プリングキャンプを始める。
．．． ．．．
掲句のよさは、＜二遊間 ＞の措辞 にある。

によって「生かされる」安堵感に満ちあふ
れている。

この 5 音・3 文字だけで、野球に関するい
11

地

がよければ原子力空母なども見られる。

賞

朝市の
朝市 の 吐 く 息白し
息白 し 柴漁港

重九

俳句では、たった 17 音の中に表現する

[特

選]

には限度がある。そこでどこに焦点を絞る

寒凪や
寒凪 や 御座船通ふ
御座船通 ふ 浦賀港

とも女
とも 女

か（その結果相手に感動を伝えるか？）が、

三塔の
三塔 の 明 けゆく港初鴎
けゆく 港初鴎

十九

佳句を成立させるための要となる。そのた

明 け 六 に 虎落笛聞く
虎落笛聞 く 北 の 宿

勇平

めには、句作の都度、当該句の焦点をたえ

駅 ごとに欠伸
ごとに 欠伸の
欠伸 の 連鎖春隣

國眼

ず見定め、表現をそこに集中して表記する

《37 回例会》H22 年 2 月 28 日

ことが大切だ。＜朝市＞のなかには、いろ
．
んな写生場面が出てくるが、掲句では＜吐
．．．．
．．．．．．．．．
く息白し ＞に着目。これが一句の決め手 と

［秀

なったのである。

天

作］
賞

楷書からふはり
楷書 からふはり草書
からふはり 草書の
草書 の 二月かな
二月 かな

なお、ご当地俳句の場所の＜柴漁港＞。
朝市では、鯊（陸揚げ量全国 2 位）
・穴子・

國眼

鱸（すずき）
・鰈（かれい）
・蝦蛄（しゃこ・

比喩法（あるものを別のものにたとえる
．．．．．
表現法）により、詩的な飛躍 を図った秀逸。

江戸前寿司のねた）などを即売。日・祝祭

＜楷書＞A と＜草書＞B を対峙させ、そこ

日には 13 時 30 分から直売所も開設してい

から転化したイメージ即ち、堅いハードな

る。皆さん方もお出かけ頂ければいかがで

厳冬からやわらかいソフトな初春へ。-----．．．
しかも、＜ふはり ＞という副詞により、A
．．．．．．．．．．．
から B への移行を見事に成し遂げた業に敬
．
服 した。別言すれば、上 5 と中 7 の 12 文字

しょうか？
人

賞

汐入の
汐入 の 軍港めぐり
軍港 めぐり春着乗
めぐり 春着乗せ
春着乗 せ

一馬

の比喩が素晴らしく、これが座 5 の＜二月

取り合わせの妙を得た写生吟。ハードな

＞を余す所なく表現しきっているのだ。そ
．．．
のうえ上 5 と中 7 の 12 文字からは、知的な
．．．
諧謔性 が滲みでている。

＜軍港＞ソフトな＜春着＞の対比が面白い。
＜春着＞は正月用の晴れ着のこと。＜春着
＞姿の人々が神社や町なかを賑わす風景は、

一方、兼題の＜二月＞は、三春（初春・

実に鮮やかで、かつ、華やかでもある。そ

仲春・晩春）の中の初春にあたる月。寒気

の＜春着＞姿の女性が、＜軍港めぐり＞の
．．．
クルーズに乗り合わせているのだ。何か場
．．．．．．．．．．．．．．．
違いの驚きを醸出している滑稽さ がよい。

はまだまだきびしく、季節風が強く吹き、

中村草田男の＜膝に来て模様に満ちて春

いはじめるが東北・北海道ではまだ雪の中。

着 の 子 ＞。また阿波野青畝の＜一軒家
一軒家より
一軒家 より

春の気配が見えだし、梅が咲きはじめ、俗

色 が 出 て 春着の
春着 の 児 ＞が浮かんでくる。

に「ニン月」ともいう。

太平洋側でも雪が降ることもある。東京あ
たりでは鶯が鳴いたり、やがて雲雀がうた

＜ 竹林 の 月 の 奥 より 二月来 る

追って、＜軍港めぐり＞は------京急汐入

龍太＞、
龍太

駅前の汐入桟橋から、毎日 4 便、運行時間

また＜母思ふ二月の空に頬杖し

かな女

45 分のクルーズ。その魅力は、日米の艦船

＞などが、春のはじめの月を冷静に、かつ、

基地（長浦港と横須賀港）を間近に見られ

客観的に詠っている。

ることである。長浦港では海上自衛隊の艦
船。隣接する横須賀港では、アメリカの海

地

軍基地のイージス艦をはじめ、タイミング

捨 て 舟 に 居着く
居着 く 野良猫恋に
野良猫恋 に 明 け 一馬
12

賞

「恋猫」のリアルな写実的な佳句。殊に兼題

（森羅万象が長い冬眠からさめた）
（太陽は青空に輝き）

の「舟」に関して、＜捨て舟＞に着目し、そこ
．．．． ．
に＜居着＞いた＜野良猫＞の＜恋に明け ＞く
．．．．．．．．．
れている様子の描写が見事である。

（氷は溶けてなくなってしまった）
〔特

猫の交尾期は年に四回というが、早春の頃が

選〕

最も激しい。メス猫は発情すると落ちつかず歩

日溜りに梅が香添へし野点かな

一幸

きまわり、後足で地面を蹴り、ころげまわって

丹沢の匂ひほのかに蕗の薹

三旦

鳴く。その雌猫をしたって、雄猫が集まり、独

春の日や劇場四季のミュージカル

たか女

特な赤ん坊のような声で鳴いて求愛し、雄同士

菜の花忌明治は遠く霞けり

二祥

が争闘したりする。数日家をあけたあと傷つき

《第 38 回例会》H22 年 3 月 28 日

やつれて帰ってくることもある。
「猫の恋」という季語はいかにも俳諧的で、
芭蕉も好んで詠った。おとなしい猫の狂ったよ

［秀

うな突然の発情におかしみがある。＜またうど
またうど

天

な犬踏みつけて
また＜おそろ
おそろ
犬踏みつけて猫
みつけて猫の恋 芭蕉＞、
芭蕉

春霞スカイツリーの巨体浮く

しや石垣崩
しや 石垣崩す
石垣崩 す 猫 の 恋

作］
賞
重九

新しいものに挑戦する意欲旺盛な佳句。「東

子規＞など多数詠まれ
子規

京スカイツリー」は、東武鉄道が墨田区業平橋

ている。

に建設中の地上デジタル放送用の電波塔。完成
人

は来年 12 月で、H24 年春の開業を予定。高さ

賞

634m で完成の暁には、電波塔としては世界一の
草萌ゆる
草萌ゆる仔牛
ゆる仔牛の
仔牛の舌のやわらかさ とも女
とも女

高さになる。目下、50 年前に出来た「東京タワ

春の到来をあらわす見事な写生句。＜草萌

ー」が高さ 333m で建造物としては日本一であ

（くさもえ）＞は、雪の下から、道ばたから、

るが、3 月末、これを抜いて 338m になった。従

岩のはざまから、古むしろの下から萌え出して

って、東京の新名所として毎日大勢の人々が押

くる草の芽である。

しかけている。
掲句は、電波塔としては未完成ではあるが、

春になったという心を表す季題で、場所はど
こでもよいのだ。「今
今よりは春
よりは春になりぬとかげ

完成時の約半分に到達した、＜スカイツリー＞

ろふの草萌
『続拾遺集
）」
ろふの草萌えいそぐのべの
草萌えいそぐのべの若草
えいそぐのべの若草（
若草（
『続拾遺集』
続拾遺集』

の＜巨体＞に着目。＜春霞＞の中に浮かび上が

にもあるように、あたり一面緑になる前の、い

っている様子を適格に詠じたのである。

かにも春の訪れたばかりといわんばかりの、草

東京スカイツリー
東京スカイツリー完成予想図
スカイツリー完成予想図
東京スカイツリー完成予想図

の芽の点々とした状態である。この＜草萌ゆる
．．．．． ．．．．．．．．
＞状態に、＜仔牛の舌の＞取り合わせが抜群。
しかも、その舌は確かに柔らかいのである。
この点、選者は旧制中学の頃の「英語読本」
を思い出すのである。
Spring has come.
出展-東京スカイツリーHP

Everything is waking from it ‘s long sleep.
The sun shine in the blue sky.
The ice has melted away.

地

(春が来た)

春の水モネの
モネの光にドガの
ドガの動
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賞
一幸

絵画と俳句の融合を図った力作。＜モネ＞は、

人

賞

クロード・モネ Claude Monet(1840～1926)。
．．．．
フランスを代表する印象派の画家。
「光の画家」

終章を
終章を揺れながら舞
ながら舞ふ紋黄蝶

の別名があり、時間や季節とともに移りゆく光

は春の陽気に誘われて、久し振りにクラシック

と色彩の変化を生涯にわたって追求した画家

の「美しく青きドナウ」をステレオで聞いてい

である。またモネは、印象派グループの画家の
代表作『睡蓮』の連作をはじめ多数の作品を残

た。ところが、紋黄蝶がこのワルツに合わせ、
．．．．
＜揺れながら舞＞いだしたのである。何という
．．．．．．．．．
春の至福のひとときであろう。まさに音楽と俳

している。

句の融合した瞬間である。

中では最も長生きし、20 世紀に入ってからも、

勇平

音楽と俳句のコラボレーションの力作。作者

追って、「美しく青きドナウ」は、ヨハン・

他方、＜ドガ＞は、エドガー・ドガ Edgar
Degas（1834～1917）。フランスの前記「モネ」

シュトラウス Johann

と同じ印象派の画家。「モネ」などの典型的な

の代表作。シュトラウスはオーストリアのウイ

印象派と異なり、彼は自身を「現代生活の古典

ーンで活躍した作曲家。生活の多くをワルツの

画家」と位置付けている。また彼は印象派の画

作曲に捧げ、「ワルツ王」とも評されている。

Strauss（1825～1899）

家仲間の中では、一番浮世絵特に北斎の影響を

元々は普墺戦争の敗北でショックを受けた

強く受けている。さらに彼は、網膜の病に患っ

オーストリア国民を励ますために造られた男

ていた関係もあってか、作品には室内風景を描

性合唱曲。非常に有名で「オーストリア第二の

いたものが多い。従って、「バレエの踊り子や

国歌」ともいわれ、作曲者の、またワルツの代

浴女」を題材にした作品が多く、彼女らの一瞬
．．
見せた何気ない動作を、永遠化する素描力が秀

名詞的な曲として広く親しまれている。

逸だといわれている。

目につきやすいもので、花の蜜を吸いにくる姿

一方、＜蝶＞は昆虫のなかでも最も美しく、

いずれにせよ、掲句は、＜モネ＞と＜ドガ＞

などいかにも春らしく、春の代表的な季題にな

というフランスの印象派を代表する画家の特
．．
徴をよく把握。＜モネの光にドガの動＞と単純
．．．．．．．．．
明快に表現した力量に敬意を表すのだ。しかも、

っている。だが実際は年中みられ、春以外は、
夏・秋・冬の名をつけて区別している。

この“光”と“動”は、春の季題の象徴のよう

[特

選]

なボキャブラリー（Vocabulary）であるため、

退き潮や磯を広げて石
げて石蓴採り
蓴採り

二祥

上 5 の＜春の水＞とタイアップして一句の根源

連凧や
連凧や校庭の空譲り合ひ

とも女
とも女

をなしている。

黒船に浦賀奉
浦賀奉行所亀鳴けり
所亀鳴けり

一馬

きじ鳩の声のふくらみ山笑
のふくらみ山笑ふ
山笑ふ

十九

｢寺社を
寺社を巡る会」代表 松本 和俊
午前 10 時。
「寺社を巡る会」の集合時刻であ

遠くても近くても変わらない。しかし、30 分ぐ

る。

らい前には大半の会員が集まっている。月 1 回
14

の定例会を楽しみにしているからかもしれな

計画は出来あがっているが、反省会会場の開拓

い。2 ヵ月毎の会費徴収や探訪資料の配布など

に努めているところである。解散地を横須賀線

が定刻前に終了する。

の駅付近にして鎌倉まで一気に突っ走ること

平成 19 年度前半に金沢区内の寺社探訪を会

も考えている。しかし、そうもいかない場合が

員の手作りにより７回実施したが、その後は鎌

多い。京急横須賀中央駅付近で前述の厳しい 3

倉市内およびその周辺地域の探訪を行ってき

条件に合致する店を探すことはなかなか難し

た。鎌倉を中心とした地域の案内は NPO 法人「鎌

いが、5 月末を目途に取り進めている。
あいあい

倉ガイド協会」にお願いしている。3 班に分か

真剣に歴史を学んだ後は和気藹藹 の雰囲気

れて行動する。会の名称は｢寺社を巡る会｣であ

の中で酒を酌み交わし、親睦を深める。このお

るが、神社仏閣のみならず、各種の史跡も訪ね

陰で多くの友人を得た。会員間の絆も一段と増

て歴史の勉強をしている。

してきたと感じている。

時間上の制約と費用の点からあまり遠方へ

秋には恒例となっているバスによる特別探

は行かない。従って、以前訪れたことがある寺

訪を計画している。候補地の中から会員にアン

社を再度訪ねることもある。本堂、社殿などの

ケートをとり、最も希望の多かった所を訪ねる。

たたずまいは変わらないが、訪れる季節によっ

今までに「中伊豆(頼朝配流の蛭ヶ小島、運

て木々の緑や咲く花も違って新しい発見をす

慶仏のある願成就院、修禅寺)と三嶋大社」、｢風

ることも多い。花の名前に詳しい会員に教えて

林火山の地・甲州(恵林寺、窪八幡神社など)｣、

もらうこともある。

「小江戸・川越(喜多院、蔵の町並みなど)」、
「室

しばらく中断していた“わ”の会ホームペー

町幕府開設の足利氏の本拠地・足利市(足利学

ジの探訪記録写真も復活した。寺社の写真だけ

校、鎫阿(ばんな)寺など)と佐野厄除け大師」

でなく、季節の花の写真も 2～3 枚入れて彩を

を訪れ、大変好評であった。

添えている

今年度は「常陸・下総国一の宮(鹿島・香取

お寺では本尊への参拝を許してくれる所も

神宮)と佐原の町並み」が圧倒的多数で選ばれ

あるし、住職の法話をいただくこともある。探

た。社格の高い両神宮と伊能忠敬の記念館があ

訪が終わると有志による「反省会」という名の

る佐原の古い町並みを訪れる。

懇親会が開かれる。鎌倉やその周辺地域を廻る

ご承知の通り本格的な日本地図を作成する

時の会場は、鎌倉駅前の居酒屋である。午後３

ために全国を測量した伊能忠敬は、ここ金沢に

時には営業していて、30 名程度の収容能力があ

も来ている。帰りのバスの中は盛大な反省会の

り、しかも安価という厳しい３条件を満たす店

場になることは間違いない。今から大変楽しみ

である。従って、寺社探訪の解散地が鎌倉駅で

にしている。

ない場合もわざわざ鎌倉まで足を延ばすこと
になる。それでも多くの会員が参加して当日の
反省？を賑やかに行う。
今 22 年度は三浦半島に三浦氏一族の興亡を
中心とした探訪を行うことになっている。探訪
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｢パソコンを
パソコンを使いこなす
いこなす会」新海

昭

◎傍点のつけ
傍点のつけ方
のつけ方 (WORD 2003・2007 共通)
新聞や雑誌などに文字の上に「・(てん)」がついてる事があります。これは文章を作成した人が、
読む人に「強調したい点、注意を向けさせたいとき」に使われることが多く「傍点(ぼうてん)」と
いいます。今回は文字に「傍点」のつけ方を一緒に学習しましょう。
(1)傍点をつけたい「文字」を範囲選択し、右クリックして現れたショートカットメニューの中か
ら①「フォント(F)」をクリックして「フォント」のダイアログボックスを表示させます。
(2)「フォント」のダイアログボックスの中から②「傍点」の▼をクリックして

を選択し「OK」

をクリックすると選択した文字の上に・(てん)が付きます。
ショートカットメニュー

の着工、六浦と鎌倉を結ぶ物流路であり、防衛

4 月 4 日、桜満開の日曜日は曇り空。鎌倉七
口と呼ばれる 7 か所の切通しを歩いた。

施設の役割も担った』と。熊野神社の標識を過

うすら寒の朝 8 時 48 分、朝比奈バス停をス

ぎると、短い急な登りで直ぐに左右に高い切岸

タート。２～３分で右手に大槇の古木が見える

のある最高地点に達する。いかにも切通しとい

と「国史蹟朝夷奈切通」の碑がある。『1240 年

う感じ。
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下りは泥土の滑りやすい道で右手にやぐら

ている。

群。花を供えて手を合わせている人があった。

塞がれし巨福呂に
巨福呂にひとりしず
とりしずかかな

左に十二所果樹園からの下りが合流すると道
は広くなり、滑川に架かる「いすみ橋」を渡っ

引き返し、バス通りの坂道を左へ登って行く。

て、十二所神社バス停に出る。9 時 23 分。

11 時 28 分、長寿寺の角を左折すると亀ヶ谷坂。

春泥によろけつ朝
によろけつ朝比奈切通
比奈切通し

上り切ると「国指定史蹟亀ヶ谷坂」の標識。
『武
蔵へ通じる道で、巨福呂坂と共に「鎌倉 中の道」
の基点であった旧状をよくとどめている』と。

バス通りを歩き、明石橋信号を左折する。ハ
イランドの住宅団地に入り、浄明寺から久木町

左右高い切岸の、急な坂を下ると右に岩船地蔵

へと、両側満開の桜並木道を行く。9 時 56 分、

堂。そこのＴ字路を右折し、横須賀線をくぐる。

横須賀線の線路につき当り右折。右手に法性寺

海蔵寺への道と別れて左に入ると化粧坂に至

の山門をみて、踏切を渡る。「新小坪隧道」を

る。切通しはかなりの急登だが長くはない。鶯

抜けて右に信号を渡ると、急な崖に登るコンク

しきりに鳴く。口笛を合わせつつ登る。
呼び交わすわれ
わすわれも鶯化粧坂

リートの階段がある。
10 時 8 分。短いが急な階段道を登れば、『右
名越第一切通し左まんだら堂やぐら』の標識。

11 時 52 分、源氏山に着く。ベンチも頼朝広

右へ少し下った所に「国指定史跡名越切通」の

場も弁当を食べるグループでいっぱい。「カラ

碑がある。『三浦半島との交通の要衝で、江戸

スとトビに気を付けて！」と叫んでいる声が聞

時代にも使用された』と。右下へ降りる道は桜

こえる。昼食休憩。
12 時 8 分、源氏山を出て、大仏ハイキングコ

盛りの谷戸へと入って行く。
爛漫の
爛漫の花の奥へと名越道

ースへと足を向ける。子供連れ、年配の夫婦、
若いカップルなどが楽しげに歩いている。幾つ

引き返し、右にまんだら堂やぐらへ行く分岐

か、程々のアップダウンをこなして行くと、急

を直進すると切通しは下りになる。左下方には

な下りの下に大仏坂が見え、右に岐れた木の階

横須賀線が走り、桜波打つ春霞の先に鎌倉の街

段がある。大仏切通しへの入口だ。
12 時 32 分、その木段を登る。すぐに、右手

が見える。踏切で警報機の鳴る音。
警報の
警報の鳴る踏切を花吹雪

に落石防止のネットで覆った高い急な崖があ
り、余り整備されてはいない細い山道が崖に沿
って登り下りを繰り返す。やがて草の生い茂っ

10 時 27 分。踏切を渡ると、左に鎌倉五名水
の「日蓮雨乞水」の井戸。長勝寺を左に町中に

た平場らしきものが現れ、奥は薄暗いやぐら群。

入り、滑川の「夷堂橋」を渡り、本覚寺を抜け

平場の手前に「国指定大仏切通」の標識がある。

て 10 時 50 分鎌倉駅に着く。道いっぱいの人波

『着工時期は不明だが新田義貞の鎌倉攻めで

の流に合流し、段葛の桜を見上げつつゆるゆる

は戦場になったか』と。

と歩き、八幡宮に入る。倒れた大銀杏の根から、

切岸にやぐらは
切岸にやぐらは古
にやぐらは古りて花木五倍
りて花木五倍子
花木五倍子

新しい芽吹きが出たというので、それを見よう
と行列に並ぶ。石段から身を乗り出して見たが、

12 時 51 分、火の見下バス停に出る。ここか
らは、広い舗装道路をひたすら、極楽寺坂へと

それらしきもの、としか確認できなかった。
八幡の境内を出ると、バス通りの向かい側に

歩く。「大仏隧道」を抜け、大仏坂を下り、左

巨福呂坂の登り道。凡そ 300 メートルばかりの

に高徳院、右に長谷寺を通過して、長谷駅は 13

道の先は、行き止まりとなっている。「史跡巨

時 6 分。Ｔ字路を右折し、星月の井戸・虚空蔵

福呂跡」と書かれた錆びた標識が一本立ってい

堂を過ぎると、忍性が一夜にして穿ったという、

るばかりで、その先のトンネルは金網で塞がれ

極楽寺坂切通しに着く。ただ、この切通しには
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「極楽寺坂の碑」と刻まれた鎌倉青年団の碑の

極楽寺に敬意を表してから、折り返す。13 時

ほかは、何のそれらしきモニュメントも見当た

57 分鎌倉駅到着。全 5 時間の行程完了。

らない。広々とした舗装道路を自動車が通過す

バスに乗っての帰路、段葛にはまだ引きも切

る。しかし何はあれ 13 時 17 分、七口踏破。

らぬ人波が八幡宮を目指していた。

極楽寺坂行
極楽寺坂行く二人春コート

鎌倉や
鎌倉や桜七口独り
桜七口独り徒歩

岡田 満

平成 14 年“わ”の会に入会させて頂き今日

を地区別に巡ることになり担当が決められ各

に至っております。

地区のお寺さんを訪問することになった。

入会の前年位までは、区役所や横浜・金沢シ

決められた日時に合わせてお寺に参拝させ

ティーガイド協会の案内であちらこちらと連

ていただけるかを交渉しなければならない。3

れて行ってもらっておりました。14 年の春、

ヶ寺に 1 ヶ寺位は法話もお願いしなければなら

“わ”の会からお誘いがあり入会いたしました。

ない。仏教のことは何もわからない、もし断ら

今でも忘れられないことは、会費を銀行に振

れたらどうすべきか。相談する親しい人もいな

り込めば会員になれるとのこと（会員申込み・

い頃でしたので一人で悩みました。

抽選の上ではない）。会の名前が金沢区生涯学

ただ“わ”の会と言うだけでは断わられるか

習“わ”の会とあり区役所には関係ないので問

も知れない。そうだ「金沢区生涯学習“わ”の

い合わせをしないこととある。・・“わ”の会に

会」ですと言ってお願いをすればお寺さんもご

は大変失礼な話だが、はぁ、これは振り込め詐

理解くださるだろう。担当の地区は朝比奈・大

欺ではないだろうか。世間知らずの小生にはこ

道・六浦地区と決まった。訪問月の 2～3 ヶ月

のような感じを受けました。おそるおそる（大

前、お寺さんにお願いに行かなければならない。

金ではないが）送金したら、その内に案内を頂

東朝比奈の山坂のある道、地図を頼りに自転車

いた。5 月に総会がありましたがまったく知ら

は押しながらようやくお寺さんに辿り着いた

ないおじさまばかりでした。

こともありました。途中で追加変更したのか忘

分科会には「古文書を読む会」に入会しまし

れましたが、金沢札所三十四観音霊場を巡拝す

た。入会の動機の一つには金沢文庫の展示室に

ることになった。

ある古文書が読めたら良いが入会の動機でし

三十四観音のうち 10 ヶ寺位は磯子区、港南

た。会のスタートは 7 月頃だったか「古文書を

区にあり、当時の代表であったＳさん、ひと一

読む会」ときまり、初めの数ヶ月はＮＨＫ出版

倍熱心なＵさんの２人が区外のお寺さんとの

の古文書入門講座のテキストを取り寄せて参

交渉は担当なされた。お蔭で他の区まで足を伸

考にし、ビデオを観ながら感覚を養うことから

ばし三十四観音すべてが巡拝できたことに感

始まりました。

謝しています。観音霊場巡りをすませ小冊子に

入会したもう一つの分科会は「寺社を巡る

巡拝の記録を残すことになりました。Ｕさんが

会」。寺だけでなく神社にも参拝するので寺社

書いていた日記をもとに冊子作成の編集委員

を巡る会と名前が決まりました。初年度は「地

会も数回開かれた。小冊子の編集についてパソ

区の史跡と寺社」をテーマに、金沢区内のお寺

コンを小生が担当させてもらった。
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この頃のパソコンは全くの習いたてで、紙面

がある）。一番の苦手は前述の通りである。こ

上の字配りが不具合で諸兄にぶつぶつお叱り

の苦手の会も初めてから 9 年目になり、今では

をうけたこともありました。

平安時代の大変優美な古今和歌集を習いまし

15 年 6 月からはいよいよ待望の鎌倉の寺社

た。他の分科会は甲、乙の順位はつけがたい。

を巡ることになりました。最初の月は金沢地区

話は変わりますが、先般自動車運転免許の更

センターで鎌倉ガイド協会の講義「中世鎌倉の

新をしました。10 年ほど前、車を買い替えるに

歴史」・午後は梅雨の悪路、朝比奈切通しを太

ついてオートマ車はどうしてエンジンの動力

刀洗までの歩きが鎌倉巡りのスタートでした。

（回転）が車輪に伝わるのだろうかと疑問に思

この会に入っていたので鎌倉の寺社巡りがで

ったこともあります。マニュアル車にはギャー

きて良かったとつくづく感じました。鎌倉の寺

チェンジやクラッチがあるので理解はできて

社巡りは人気があり会員が倍増したものこの

いた。
車屋のおやじさんに尋ねたことがあるが２

頃からでした。
その後、「懐かしの映画を観る会」、「パソコ

台の扇風機を向かい合わせ、一方の扇風機にス

ンを使いこなす会」と入会し、只今 4 つの分科

イッチを入れるともう一方の扇風機は風を受

会に所属しております。途中から運営委員も仰

けて回るだろう。これは風の力で回っているが

せつかり“わ”の会で精いっぱい楽しんでおり

車はエンジンの中で油が媒体で回っていると

ます。

の店主の説明（風を油に置き換えれば理解でき

中学校のころの教科は英語、算数、国語、理

るだろうとのこと）。オートマ車には左の手足

科、社会など多かった。そんな感覚から定年後

はほとんど用はない。

は毎日が日曜日だし、やれないことはないだろ

これでは、運転操作が簡単だから、運転中に
眠気がさすだろうと車にあまり乗らないこと

うと新しい分科会ができると入会しました。
分科会の中でも古文書は難解、もともと得意

に決めた。以来 10 年近く運転していない上、

でもなかった教科に該当する。今でも手をやい

70 才を過ぎると高齢者講習を受けなければな

ているが途中でやめたい時期もあった。家で学

らないので免許の更新をためらいました。

習の時間がとれず、いや時間があっても先に進

自動車学校で運転の適性検査を受けたり、運

まずである。時間の欲しさに庭に夏草を生やさ

転も実際にしてどうにか免許を更新すること

ない対策をしたこともあった。「除草剤の散

ができました。適性検査は運転に必要な諸検査

布？ではない」ほかに秘策ありです。また機会

で、検査項目のほとんどが平均点（人様）より

があれば白状することにします。

劣っている。体力の衰えを感じた次第です。

「寺社を巡る会」、
「古文書を読む会」、
「懐か

まだこの先何年かは“わ”の会にお世話にな

しの映画を観る会」、「パソコンを使いこなす

りたいが他人様に迷惑をかけてはいけない。体

会」、運営委員会（分科会ではないが）と 5 つ

力に応じた範囲に分科会等を縮小した方が良

の会に所属している。寺社の会は毎月 1 回、そ

いのか岐路に立たされております。だがこの年

の他の会は毎月 2 回の会合がある。中でも一番

齢になってくると来年のことは神のみぞ知る

楽しいのは運営委員会（会費が無料だから）。

である。その内暖かくなったら八幡宮にお参り

次は「寺社を巡る会」（会の終了後必ず反省会

し神のお告げを賜りたいと思っております。

19

2010 年 6 月～8 月の予定

注：表中の「 CC 」は、「 地区センター 」の略

6月

7月

8月

学習会

6 月 12 日(土) 金沢 CC
学 習 会：9:30～12:00
「平潟湾生成と金沢の原始」
元横浜市埋蔵文化財センター
調査研究員 小宮 恒雄氏

7 月 10 日(土) 能見台 CC
8 月 県立金沢文庫
学 習 会：9:30～12:00
学 習 会：
「古代律令国家と金沢地域」 金沢文庫展示関連
横浜市歴史博物館
日時・講師 未定
主任学芸員 平野 卓治氏 決定次第お知らせします

寺社を
寺社を
巡る会

6 月 3 日（木）
集合:10:00 江ノ電 腰越駅
テーマ：江ノ島
行 動：満福寺～小動神社～
江ノ島神社(辺津宮・中津宮)
～杉山兼校の墓

7 月 1 日（木）
集 合：10:00 京急堀の内駅
テーマ：横須賀中央部
行 動：泉福寺～飯岡助五郎
生誕の地～妙真寺～曹源寺
宗元寺の礎石～大明寺

6 月 10 日（木）金沢公会堂

7 月 8 日（木）金沢公会堂

8 月 12 日（木）金沢公会堂
開国期の幕政
7 月 22 日（木）金沢 CC
8 月 26 日（木）金沢公会堂
9：45～12：00 旅中日記(伊豆)
旅中日記(伊豆)

古文書
古文書を
読む会

異国船近海渡来による軍役御定め

ふれあい
の道
歩こう会
こう会

6 月 17(木) 栃木コース
7 月 15(木) 栃木コース
No.17 名刹と旧跡をたどるみ No.18 雲流れる桜花のみち
ち（雨天の場合：18 日） （雨天の場合：16 日）

懐かしの
かしの
映画を
映画を
観る会

6 月 14 日（月）金沢ＣＣ
7 月 12 日（月）金沢ＣＣ
12 時～キューポラのある街
12 時～許されざる者(米)
6 月 28 日（月）金沢ＣＣ
7 月 26 日（月）金沢ＣＣ
12 時～ 断崖(米)
12 時～ 捜索者(米)

浮 雲
俳句会
俳句会

パソコン
を使い
こなす会
なす会

6 月 24 日（木）金沢公会堂
旅中日記(伊豆)

6 月 6 日（日）12：00～
金沢ＣＣ 大会議室
テーマ：第１２回金沢区民
俳句大会への参加

異国船近海渡来による軍役御定め

7 月 25 日（日）9：30～
金沢ＣＣ 小会議室
テーマ：太陽 第４１回句会
今年度の兼題は
「宇宙」にトライ。

6 月 8 日(火) EXCEL 基礎講座
7 月 6 日(火)EXCEL 基礎講座
：入力・編集
：計算・関数(1)
6 月 22 日(火) EXCEL 基礎講座 7 月 20 日(火)EXCEL 基礎講座
：表の形式
：計算・関数(2)
9:30～12:00：金沢 CC 予定

連絡先：学習会
古文書を読む会
懐かしの映画を観る会
パソコンを使いこなす会

8 月 5 日（木）
集合：時間・場所未定
テーマ：座学

9:30～12:00 金沢 CC 予定

782-8147(小俣)
784-3420(岡田)
701-1606(佐藤)
701-9775( 林 )

編集後記

“わ”の会の歴史を積む新しい年度を迎える会報をお届けで
きる事に会員の皆様と共に喜びたいと思います。
マンネリ化に成らないよう新しい方向を求めつつ“わ”の
会の原点を大事にして新会員のエネルギーを取り入れ継承
を揺ぎ無いものにしたいものです。(誠作)
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8 月 19(木)

夏休み

8 月 9 日（月）金沢ＣＣ
12 時～男はつらいよ
噂の寅次郎(松竹)
8 月 23 日（月）金沢ＣＣ
12 時～チャプリンの
独裁者(米)
8 月 29 日（日）9：30～
金沢ＣＣ 小会議室
テーマ：銀河系
太陽系を含む恒星の
大集団に挑む

8 月 10 日(火) EXCEL 基礎
講座：計算・関数(3)
8 月 24 日(火) EXCEL 基礎
講座：グラフ(1)
9:30～12:00：金沢 CC 予定

寺社を巡る会
784-1460(松本)
ふれあいの道歩こう会 783-4539(宮原)
浮雲俳句会
774-3878(北野)
発 行 日

平成 22(2010)年 5 月 8 日
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4 回/年（2、5、8、11 月）
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