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  運営委員会からのお知らせ      

 

 

 

 

 

 

お蔭さまで、10 周年記念 4 事業記念完遂パー

ティーは 9 月 6 日（月）17 時より約 2 時間、横

浜市立大学金沢キャンパスシーガルセンター内

学生食堂で盛大に開催されました。参加会員は

50 名でした。10 周年記念 4 事業とは、『金沢区

民講演会』、『新版かねざわの歴史事典』、『変わ

りゆく横浜・金沢の風景』、『“わ”の会 10 年の

歩み』であります。パーティーは小岩運営委員

の司会で進められ、先ず、小俣代表の挨拶から

始まり、太田 2 代目代表の乾杯の音頭、更に 4

事業の推進責任者、岡本氏、高橋氏、熊谷氏、

金間氏より事業の結果と思い出話を頂き、パー

ティーは最高潮に達しました。 

しばらく懇談して、ジャンケンで５人の方に

金沢今昔地図（復刻版）が謹呈されました。ま

た西村氏、平松さん、鈴田さん、山本さんの会

員の皆様よりお言葉を頂戴しました。 

パーティーの最後に参加者全員で記念撮影を

行ない、次なる 15 周年、20 周年に向けての佐

藤晃氏の手締めで閉会となりました。

 

小俣代表からの挨拶（全文） 

 

 お蔭さまで、10周年記念 4事業とも会員皆様

方のご協力を得て完遂することが出来ました。

最初に行いました金沢区民講演会は会員の他に

200 名の区民の方々に参加を頂き盛況裡に実施

することが出来ました。 

 また、本年 3月に事業を終了しました、『新版

かねざわの歴史事典』、時代の要請に応えネット

上で展開する労作、『変わりゆく横浜・金沢の風

景』、分科会活動にも十分配慮した、『“わ”の会

10年の歩み』、いずれも極めて高いレベルで事業

を完遂することが出来ました。これも一重に事

業へ直接関わった会員だけでなく会員全員の応

援があって成し得た結果と理解しております。 

 4 事業を完遂したことで計画したことはやり

抜くとの｢伝統文化｣が根付きつつあります。こ

の｢伝統文化｣を今後ますます育んで行きたく存

じております。 

 さて、『新版かねざわの歴史事典』、その成果

を世に問いましたが書店等の要請もあり 200 冊

を増刷、1200冊を刷りました。これは初版の倍

の冊数で、うち会員、小中学校、地区センター、

図書館などの施設、お世話になった講師の先生

方へ 300 冊強を無料配布しました。有料配布は

800冊強で会員のご紹介と書店、売店経由が半ば

10周年記念事業完遂記念パーティー 

盛大に開催 
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しており、残すは 50 冊程度です。多くの市民、

区民の手に渡ったことで、事典事業も一応の目

的を達したといえます。加えて、｢金沢の歴史｣

の継承に努めているとして第3者の目にとまり、

第 5回横浜・人・まち・デザイン賞｢地域まちづ

くり部門｣へ推薦を受けました。大変光栄なこと

であり、“わ”の会にとりまして次のステップへ

弾みをつけるチャンスにしたく存じております。

選考は来年 2月です。 

 本日は 50名の皆様方にご参加頂きました。ゆ

っくりとご歓談を頂き幅広く会員同士の友好の

輪を広げて頂く機会と存じております。なお、

後ほど各事業の委員長から、お言葉を頂きます

のでよろしくお願いいたします。ご清聴有難う

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
太田２代目代表の挨拶と乾杯 
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このたび、当会の会報、ホームページ、その

他刊行物などに寄せられた会員の作品に対する

当会の取り扱いについて会員の間で懸念が生じ

る事例がありましたので、下記のように書面に

て確認を行わせて頂きます。

 

 

会員の作品の取り扱い 

 

１．目的 

当会は会員の作品を尊重するものであり、その取り扱いについて、確認するもの

である。 

２．対象物 

会報、ホームページ、その他刊行物など当会が提供する発表媒体に掲載された文

章、詩歌、写真、図画、プログラム、データベースなど会員が作成した作品を対

象とする。 

３．取り扱い 

①当会の発表媒体に掲載された会員の作品はそれを作成した会員に帰属する。 

②当会の発表媒体に掲載された会員の作品をそれを作成した会員が他者に寄稿・

発表することは自由である。 

③当会の発表媒体に掲載された会員の作品を当会の別の発表媒体に、あるいは他

者の発表媒体に当会が転載する場合は、作品を作成した会員の承諾を得て行う。 

④ただし、特別な取り決めがなされた作品の取り扱いはその取り決めに従う。 

 

 

 

会員の作品の取り扱いについて 
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“わ”の会会員と区民を対象として毎年実施して

おります「公開歴史講座」を 2 月 19 日(土)に開催

します。今回はおなじみの中世歴史研究家・盛本 昌

広 氏に講師をお願いすることと致しました。多く

の会員のご聴講をお願い申し上げます。 

 

 

 
● 日 時：201１年 2 月１９日（土）9：30～12：00          

   ● 会 場：能見台地区センター 多目的室 

   ● テーマ：徳川家康と金沢 

   ● 講 師：中世歴史研究家・盛本 昌広 氏 

   ● 参加者：“わ”の会 会員及び一般市民（先着申込 100 名） 

   ● 会 費：“わ”の会 会員 300 円、市民 500 円 

   ● 申込み：第 7 回学習会(11/1３)から申込受付を行っております。 

         その後は 

メール：yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com 

または 

電話：045-783-0474 小岩克介 

●  締め切り 12 月 17 日（その後の申込は一般と同じ扱いとします）

 

 

 

 

平成 23年度への継続会員募集受付は 10月８日

実施の第６回学習会（探訪）から開始しております。 

また、11月 13日の第 7回学習会でも受付を行いま

した。 

平成 22 年度の学習会は 11 月 13 日で終了しまし

たので、学習会での申込が未済みの方の手続きは 

お手数ですが銀行振り込みでお願いいたします。継

続を希望され、まだ手続きをされていない方は締切

日がせまっていますので、至急に継続手続きを終え

られますようお願い致します。

 

 

 

 

 

 

 
      

  

   

 

    

 

 
 

 

継続会員申込の要領（学習会での手続きが未済の場合） 
 

● 締  切：11 月 30 日 

● 会  費：３,０００円 

● 振込口座：横浜銀行 金沢文庫支店(No.351) 

       “わ”の会預金口座 No.１３２４２１９ 代表者 小俣 悦男 

 

第 6回公開歴史講座開催 

mailto:yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com
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このたび、“わ”の会として横浜市市民活動

支援センター（JR 桜木町駅前のクリーンセン

タービル内、金沢区区民活動センターの横浜市

版）の利用登録を行いました。“わ”の会とし

てのセンター利用が可能となりましたのでお

知らせします。センターには会議や研修会など

に使用できる部屋が３室【4F】（ディスカッシ

ョンルーム：12 人。セミナールーム１、２：

各 36 人。ただし、セミナールームは仕切りを

外すと 72 人）あります。これらの利用は無料

ですが、事前予約が必要です。分科会で利用す

る場合などは小俣代表(045‐782‐8147)まで

お問い合わせください。また、ミーティングコ

ーナー【4F】・フリースペース【5F】は、打合

せや簡単な作業、図書の閲覧などに利用できま

す。こちらは予約不要で、空いているスペース

を自由に利用できます。その他の詳細はセンタ

ーのホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市市民活動支援センターの利用 

について 

 

施 設 名：横浜市市民活動支援センター 

住  所：〒231‐0062 横浜市中区桜木町 1‐1‐56 みなとみらい 21  

クリーンセンタービル ４階・５階 

電話番号：045‐223‐2666  FAX：045‐223‐2888 

開館時間：月～土曜日 午前 9 時～午後 9 時 

日曜・祝日 午前 9 時～午後 5 時 

休 館 日：毎月第 4 日曜日・年末年始 

ホームページ：https://opencity.jp/yokohama/ 
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会員の皆様におなじみの横浜開港資料館では、年４回の企画展示のほか、講座・講演会の開催、資料

の公開、出版、郷土史団体との協働事業など、幅広い事業を展開しています。 

これらの事業を市民の皆様に伝えるため、同館では「横浜開港資料館メールニュース」を配信してい

ます。当会の会員の皆様にもこのメールニュースを活用していただきたいと思います。登録は無料、現

在の登録数は約 700です。 

登録方法は以下の通りです。 

①横浜開港資料館のＨＰ（http://www.kaikou.city.yokohama.jp）を開く 

②トップページ左下の「横浜開港資料館メールニュース」をクリックする。 

  ③「横浜開港資料館メールニュース登録」の「メールアドレス〔必須〕」に、 

メールアドレスを入力する。 

  ④確認ボタンをクリックする（登録完了）。 

 ただし、このサービスはパソコンメールが対象で、携帯電話のアドレスには送信されません。不要に 

なった場合は、いつでも配信を止めることができます。登録したアドレスは、当メールニュース以外で

使用することはないと同館は定めています。 

 最近のメールニュースの例を下記に示します。 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・━━━━━━━━━━━━━━━━━□■  

               横浜開港資料館メールニュース／第３２号  

                      ２０１０年１０月１５日  

                   配信日時：１０．１５／１４：００  

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・━━━━━━━━━━━━━━━━━□■  

 イチョウが舗道に実を落とす秋になりました。 朝の日本大通りに、レジ袋を下げ 

てささやかな季節の贈り物を集める人たちがみられます…。  

 天候は尐し不順ですが、すごしやすい時期、「横浜山手 コスモポリタンたちの１ 

世紀」の会期もあとわずかになりました。  

１ 残りわずか！！ 企画展示／横浜山手 コスモポリタンたちの１世紀  

  会期：平成 22 年 7月 28日(水)～10 月 24 日(日)  

  → http://www.kaikou.city.yokohama.jp/news/index.html  

２ 特別資料コーナー：三宅磐関係資料  

  会期：2010 年 10月 1 日（金）～24 日（日）  

  → http://www.kaikou.city.yokohama.jp/news/event-guide.html#miyake  

３ 「ときめきのイセザキ 140 年」記念講座の受講者を募集いたします  

  申し込みは 11 月 9 日（火）必着です。講師・タイトルなど詳細は、  

  → http://www.kaikou.city.yokohama.jp/news/next-event.html#kouza  

４   10月 18日電気施設点検のため本ＨＰはご利用になれません。  

                （以下省略） 

 

横浜開港資料館メールニュースのお知らせ

らせ 
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会報 34 号(2010/8)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（yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com）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) 

45 神奈川県立図書館

調査部地域資料課 

郷土神奈川 第 48 号 2010.2.28 神奈川県立 

図書館 

2010.3 

(寄贈:発行元) 

46 横浜郷土史団体 

連絡協議会 

横浜郷土史団体連絡協議会会

報 Vol.4 

2010.5.8 横浜郷土史団

体連絡協議会 

2010.5 

(寄贈:発行元) 

47 瀬谷古文書 

学習会 

【地域資料を読む ５】 

相州鎌倉郡瀬谷村(横浜市瀬谷

区) 守屋家文書 

2010.3 横浜開港 

資料館 

2010.5 

(寄贈:発行元) 

48 横浜開港資料館 横浜開港資料館紀要 

 第 28号 

2010.3.31 横浜開港 

資料館 

2010.6 

(寄贈:発行元) 

49 

 

県立金沢文庫、横濱

金澤シティガイド

協会、他 

金澤今昔地図〈復刻版〉 2010.3 金沢区役所 

地域振興課 

2010.7 

(寄贈) 

50 “わ”の会 

かねざわの歴史 

事典編集委員会 

新版かねざわの歴史事典 

INDEX 金沢 

2010.5.8 “わ”の会 2010.5 

(寄贈:発行元) 

51 “わ”の会 

10 周年記念誌編集

委員会 

創立 10周年記念誌 

“わ”の会 10 年の歩み 

平成 11年度から平成 20 年度 

2010.5.8 “わ”の会 2010.5 

(寄贈:発行元) 
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第 4回 ｢金沢文庫発見ものがたり｣ 

開催日：2010年 8月 14日 

場  所：県立金沢文庫 大会議室 

講  師：県立金沢文庫学芸課長 西岡 芳文 氏 

出席者：88名（ビジター 1名）       会員の出席率：72％ 

 

① 全体評価  大変良かった：２２ 良かった：１０ 普通：０ つまらなかった：０ 

・新聞記事を中心として進められたので、客観性のある故事来歴、時代の背景を知ることが出来た（13） 

・メリハリの効いた口調でプレゼンされたので良く理解出来た(5)  

・金沢文庫の歴史上の重要性を再認識した(4) 

 

② 最も印象深かったこと 

・金沢文庫への伊藤博文、大橋新太郎、横山・神奈川県知事の貢献や支援(5) 

・金沢文庫の成立と歴史的背景など(5) 

・初代館長・関 靖氏の努力と功労について(2) 

・蔵書の流出、還流について 

・金沢猫、日蓮の真筆、“たまきはる”、浄土宗関係の本の話しなど 

・陸奥宗光と金沢文庫のかかわり 

・最初に古文書を調査した大森金五郎のこと 

 

③ もっと詳しく知りたいこと 

・まだまだ話がありそうなので、次回にこの続きを 

・初代館長・関 靖氏の生涯 

・仏像、建築物について 

・外に流失した書籍などの主なものについて 

 

④ 西岡先生にご講演いただきたいテーマ 

・初代館長・関 靖氏の生涯 

・大森金五郎氏のこと 

 

⑤ 学習会、運営委員会等に関するもの 

なし 

 

      学習会の感想（アンケート結果） 

西岡 芳文 講師 
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第 5回 ｢古文書に親しむ(入門編)｣  
 

開催日：2010年 9月 11日 

場  所：金沢地区センター 大会議室 

講  師：古文書を読む会副代表 真田 雅行 氏 

出席者：86名（ビジター なし）       会員の出席率：70％ 

 

① 全体評価 大変良かった：２５ 良かった：１５ 普通：３ つまらなかった：０ 

・素人に分かり易いように作られた資料とスライドを使い、分かり易い説明に努めた(15) 

・勉強の取っ掛りの手引をして頂いたことで、古文書を身近に感じた(９) 

・古文書における様々なルールが理解出来た(2) 

 

② 最も印象深かったこと  

・資料収集、テキスト配列、解説ともに素晴らしかった(5) 

・古文書の初歩が理解出来た(4) 

・古文書と共に時代背景の解説が有難かった(4) 

・古文書は難しいということ(3) 

・金沢の旧家によくこれらの文書が残っていたことに驚いた 

・変体文字、くずし文字など、 

書道でかな文字を習っているので参考になった 

 

②  もっと詳しく知りたいこと 

・なぜ略字、変体仮名、くずし字を使ったのか、知りたかった(2)  

・「古文書に親しむ」動機付けが欲しかった。例えば 

  (a)何をもって「古文書」と規定するのか 

    (b)如何程の数と種類の「古文書」があるのか 

    (c)如何なる重要な歴史上の事実が「古文書」によって判明したのか 

・古文書入門の参考書のいくつかを紹介して欲しかった 

・もっと原文を読んで欲しかった 

 

④ 真田先生にご講演いただきたいテーマ 

・第二弾、時代の背景を加えた例題を中心とした話(3) 

・古文書にまつわるエピソード等々(2) 

 

⑤ 学習会、運営委員会等に関するもの 

・古文書に関する講座を今後も行なって欲しい(4) 

・毎回ご苦労さまです(2) 
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2010 年度の探訪は釜利谷地区を訪ねること

になった。“わ”の会としては 2001年に横濱金

澤シティガイド協会の案内で「釜利谷の寺社巡

り ―白山道を歩く―」をテーマとして歩いてか

ら 9年ぶりでこの地を訪れることになった。 

今年の探訪実行委員会は内田“わ”の会副代

表を委員長とし「寺社を巡る会」のメンバーを

中心に 14人で構成された。 

5月 25日に第 1回会合が開かれ委員長から探

訪先として「釜利谷地区」を、そして寺社参拝

およびどこか目新しい場所設定の希望が提示さ

れた。これに従い全員で大まかなコース案を検

討して 6月 13日に試し歩きを行った。 

6月29日には先日歩いたコースに対する反省

検討を行ったが、コースが長く尐しハードなこ

と、寺社に偏りすぎていることが反省点として

出された。また林委員から金沢自然公園を含め

白山道中心に歩く案を提案された。これらをベ

ースに今回のコースである金蔵院→ののはな館

→関東学院大学→白山道→東光禅寺→手子神社

をほぼ固めた。 

7 月 8 日の第 2回試し歩きでは事前の準備必

要事項を皆で話し合いながら歩いたが、関東学

院大学では素晴らしい環境、広大なグラウンド

を見て是非何か説明が欲しいと全員の希望が出

て、後日委員長から大学に別途お願いをするこ

とになった。 

8 月 3 日の打ち合わせではコースを決定する

と共に今回のテーマを『釜利谷の緑と古刹を訪

ねる』に決定した。さらに説明文の作成担当を

決めた。各担当は早速作成に取り掛かったがそ

の説明文案を書くのに今春発刊された『新版か

ねざわの歴史事典』を元に作成したので大変楽

であったと思っている。 

8月24日には説明文の内容を全員で検討する

とともに資料全体の構成をほぼ決めた。 

9月 15日は探訪資料の内容・体裁を決定する

と共に当日配布する資料の確認と準備・印刷担

当及び当日の役割分担等を決めた。 

9月24日には最終原稿の印刷を行い関係資料

と共に当日配布する資料の準備が整った。 

さらに説明役をお願いした方は何度か現地に

も行って案内する内容を確認して頂いたことと

思います。私も二度歩いてみましたが行く度に

説明するのに疑問点が出たり、もう尐し調べた

い点などが出てきたりでかえって案内する不安

が増すのみでした。 

10月8日の釜利谷探訪当日は素晴らしいお天

気に恵まれ、集合の神明バス停には参加者の

方々が続々と集まり、受付を行うため本日 1番

目の金蔵院に案内した。グループ毎に受付を済

ませ、10時過ぎから内田実行委員長の挨拶・注

意事項の話があった。班別に宝篋印塔や句碑を

確認した後本日集まった 60 人全員が金沢自然

公園に向かった。緑豊かな遊歩道を通り、市内

最長級のローラ滑り台を横に見ながら結構キツ

イ坂道を登って行った。景色の良い場所から眼

下に釜利谷の住宅・マンション群、さらに先に

は金沢の海、東京湾又三浦の山並みを楽しみな

がら「ののはな館」に到着。 

探訪実行委員  吉田 寿紀 

釜利谷探訪記 

   になって

みて 
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早速 2階のレクチャールームに集まり、熊谷

様から「釜利谷の概要」について歴史や名所を

中心に説明があった。 

さらに金子 昇先生から「釜利谷周辺の草木の

移り変わり」のテーマで釜利谷の自然、環境の

変化により草木が絶滅に追いやられている様子、

保護を含めたこれからの課題について講話を頂

いた。 

この後戸外の広場に出て各自思い思いの場所

で爽やかな風に吹かれながらお弁当を楽しんだ。 

午後は 12時 30分に金沢自然公園を班ごとに出

発し釜利谷緑道を通って次の目的地へ向かった。 

昭和 61 年に閑静な住宅街に隣接して開校し

た関東学院大学金沢文庫キャンパスに到着し大

学の係の方により教室に案内された。ここで大

学の簡単な案内の後、突然「防災」の話になり

全員“？？？・・・”。どうも“わ”の会から最

初に訪問のお願いをした内容と他からの依頼と

が大学の方で途中混線してしまったようだ。私

たち学校に関係の無い者にとってなかなか校門

をくぐりにくいと感じていたが、係の方からラ

グビー部の試合の観戦あるいは食堂の利用は自

由に出来るし、又 110万冊を蔵する図書館は「利

用者証」を申請した上で利用できことなど聞き、

近寄りがたいと思っていた大学を大変身近に感

じた。 

この後白山道に下るのに構内の門をわざわざ

開けて頂き近道を利用し磨崖仏・白山社へ。こ

の白山道は山裾の川に沿っており古道を思わせ

る風情を醸し出している。 

東光禅寺では本堂に上げていただき住職の先

導で般若心経を読経しお説法を頂いた。ここで

は寺宝が拝観出来ないかと期待していたが、人

数も多かったせいか実現できなかったことは残

念だった。 

この後最終の目的先である手子神社へ向かう。

最後の長い石段を登り神前で本日のお天気と無

事を感謝し柏手をうった。 

最後に内田実行委員長から挨拶があり、15時

20分に解散した。 

このあと有志で近くの店で懇親会が開かれた。 

 

今年は異常気象なのか長い暑い夏の期間を探

訪実行委員の方々が中心となりその準備に健闘

して頂き無事探訪を終えることが出来、本当に

肩の荷が降りた感じです。 

いろいろ反省点もありそれらを記録に残し来

年からの企画に反映させてゆきたいと思います。

 

 

 

 

   

【写真提供：林 洋 探訪実行委員】 

     

自然公園眺望 東光禅寺 
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  今年度の兼題 

  今年度の兼題の 1 つは“宇宙をキーワード”にし，これにアタックしてゆきたい。非常に大き

なテーマであるが毎月チャレンジしたい。『広辞林』によれば、「宇宙」とは――万物を包含する

無限の広がり。またすべての天体を含む全空間の称――としている。このため例えば本年中では、

太陽（7 月）・銀河系（8 月）・天国（9 月）・宇宙（11 月）・惑星（12 月）にそれぞれトライする。 

   大宇宙満天の謎天の川 一清 

 

 太陽（41 回例会の兼題） 

 “宇宙をキーワードにした兼題”の第 1 弾が「太陽」。この「太陽」は云うまでもなく、太陽系

の中心をなす恒星である。 

 高温のガス体で出来た球で表面の温度は約６千度、その光と熱はわれわれ地球の生物の生命の源

である。その要点であるが、直径は１３９万キロメートルで地球の１０９倍。地球との距離は１億

５千万キロで光の速さをもっても 8.3 分を要す。またその年齢は 46 億年で 25 日～30 日の周期で自

転している。 

 他方、太陽系の恒星である「太陽」は、その周りに 9 個の惑星（太陽から距離の近い順に水星・

金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星）と 32 個の衛星、数千以上の小惑星、

それに数万個の彗星（すいせい）、加えて無数の流星物質がある。 

  太陽が窓にでつかい夏休み 一清 

 

 銀河系（42 回例会の兼題） 

 「銀河系」は、都会でも空がよく澄んだ秋や冬の闇夜に見られる“天の川” のことである。太陽

系を含む数億の恒星の大集団。その要点であるが、直径は 10 万光年、中心部の厚さが 1 万 5 千光

年、2 億年の周期で自転している渦状星雲の一つである。因みに、「銀河系」を直径 130 キロメート

ルに縮めた場合、太陽は約 2 ミリメートルほどの大きさに過ぎない。 

  銀河系一点に坐し秋思かな 一清 

 

天国（43 回例会の兼題） 

 「天国」は、キリスト教などで神や天使がいて清浄で、かつ、幸福な所。人間の霊は死後「天国」

即ち天上の世界へのぼるという。「宇宙」のほかの語彙（ごい；ボキャブラリー）と異なり、宗教的

なフレーズである。なお、同じ宗教的なフレーズに仏教の＜極楽＞があるが、これは阿弥陀仏のお

わす安楽でなんの心配もない極楽浄土のことである。 

  白菊も黄菊も焼けて天国へ 一清 

 
 ｢浮雲俳句会」代表 北野 清市 
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《41 回例会》 H22 年 7 月 25 日 

 

〔秀作〕 

天賞 子午線を横切る太陽海炎ゆる 十九 

“宇宙をキーワードにした兼題”「太陽」

に最もふさわしい諷詠。このうち、＜子午線

＞の子は北、午は南を表す。すなわち北極点

と南極点を結ぶ半円。地球上の同一経度の地

点を結んだ仮想的な線で経線ともいう。イギ

リスの旧グリニッジ天文台を通る＜子午線

＞が経度ゼロ度。日本では「明石」を通る＜

子午線＞が東経 135 度で、旧グリニッジ天文

台を通る経度ゼロ度より 9時間の時差がある。 

この点、掲句はわれわれの住む地球上の＜子

午線＞を活用。これと「太陽」を対峙させた

のである。この取合わせにより、＜横切る太

陽＞＜海炎ゆる＞という大景がクローズア

ップしたのだ。正に宇宙俳句の先駆け的な一
．．．．．．．．．．．

句
．
として貴重である。 

 

地賞 碁敵の忙しく煽ぐ団扇かな 重九 

  俳諧味たっぷりの佳句。先ず「扇」と＜団

扇＞の違いを知っておく必要がある。「扇（お

おぎ）」が外出用すなわちよそ行きとすれば、

＜団扇（うちわ）＞はくつろいだ家庭のもの。

浴衣に＜団扇＞姿はいかにも気楽なもので

ある。楕円形・円形など形はいろいろ。奈良・

京都・岐阜などの産が有名である。芭蕉も＜

団扇にてあふがん人のうしろつき＞と古く

からよく使われる句材である。 

  掲句は、この＜団扇＞を囲碁の勝負の世界

に持ち込み、その季感を十二分に出した俳諧
．．．．．．．．．．．．

味溢れる好吟
．．．．．．

に仕立てたのだ。 

 

人賞 そつと触るそつと閉じたる含羞草  

國眼 

  ＜含羞草（おじぎそう）＞は、葉をとじる

特性と花の美しさが眼目。特に手を触れずに

はいられない葉の特性が珍しくもあり面白

い。合歓の葉によく似ており、触れるとき、

また夜になると葉を合わせるのがおじぎ

草・ねむりぐさの所以。 

良い句材を良い眼で拾った好吟。わけても

＜含羞草＞の習性をよくとらえ見事に写生

した作者の鋭い俳眼に感服
．．．．．．．

した。 

〔特選〕 

太陽を母と甘えて日輪草       一幸 

マヌカンの水着取り巻く尐女かな  とも女 

トップレス水着居並ぶ材木座       一馬 

 ベイサイド操舵室より日焼顔        二祥

 

 

《42 回例会》 H22 年 8 月 29 日 

 

〔秀作〕 

天賞 御諏訪太鼓秋の一天突き抜けり  

とも女 

  ＜御諏訪太鼓（おすわだいこ）＞は、長野

県岡谷市の「御諏訪太鼓保存会」によって現

在も引き継がれている文化財。その起源は武

田信玄が戦の際軍の指揮命令のために用い

たもの。当時「御諏訪太鼓 21 人衆」と呼ば

れる陣太鼓を打つ者がいてこれが源流。最近

では昨年天皇陛下即位 20 年のお祝いのパレ

ードにも披露された。 

  21 人衆揃って打ち鳴らす大＜太鼓＞の音

はもの凄い迫力だろう。この号音（ごうおん）

が、＜秋の一天＞を＜突き抜け＞たのである。
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選者は未だ見たことも聴いたこともないが、

それを中７と下 5 の措辞により、見事に写生
．．．．．

し仕上げた力は流石
．．．．．．．．．

というほかはない。 

 

地賞 

     ビルの街抜けて銀河を深夜バス   勇平 

 軽妙な旅行俳句。おそらく新宿から新潟行の

深夜急行バスにおける一齣だろう。秋は＜銀河

＝天の川＞の綺麗な時節。わけても＜ビルの街

＞の明るい東京を＜抜けて＞、夜空の漆黒の闇

の中での＜銀河＞は格別であろう。 

 付言すれば、この軽妙な抒情は貴重。難解な

句よりもこうした平淡にして軽
．
やかな句の方
．．．．．．

がはるかに俳句の本質
．．．．．．．．．．

にかなっている。＜ビル

の街抜けて銀河を＞という感性の中に平成現

代のうたごころが燦めいている。 

 

人賞 送り火や御霊住みたる銀河系 一幸 

  死者の霊をとむらう宗教的な俳句。仄聞す

るところ、掲句は御巣鷹の＜送り火＞に触発

されての作句。昭和 60 年 8 月 12 日 520 人が

亡くなった日航ジャンボ機の墜落事故から

今年で 25 年。御巣鷹では今年も遺族などが

参列して＜御霊＞を供養したのである。この

＜御霊＞。作者は＜銀河系＞のどこかに住ん

でいるものと想定したのである。 

 「南無阿弥陀仏」。御霊のご冥福を!! 

 

〔特選〕 

   台風の目にも似たるや銀河系   國眼 

  親添ひて身ぶり手ぶりの踊の子 一梲 

  噴煙や秋冷いたる草千里       十九 

  頂に五百の命鰯雲             勝美 

 

 

《43 回例会》 H22 年 9 月 26 日 

 

〔秀作〕 

天賞  

仏和辞典 K（か）の項にある kaki（柿）愉快  

一馬 

  ユニークさと発見の喜びの伝わってくる

秀逸。＜柿＞は古くからわれわれ日本人の愛

してきた果実。多分「富有柿」ではなかろう

か。鮮やかな紅色に色づいた大きな＜柿＞に

触発され、ついつい書棚の＜仏和辞典＞に手

が行き、＜K の項＞を引いてみると、＜kaki

＞（柿）があったのだろう。驚きとともにそ
．．．．．．．

の発見の喜び
．．．．．．

が伝わってくる。 

兎に角、17 音の俳句の世界は素晴らしい。

たった 17 音でこれだけのことを表現できる

のだ。探究心の旺盛な御仁なるが故であろう。

いずれにせよ掲句のユニークな表現
．．．．．．．

―＜仏

和辞典Kの項にあるkaki愉快＞―は絶品だ。 

 

地賞  竿灯の照らしきれざる闇の色 十九 

  竿灯は、毎年 8 月 3 日～6 日秋田市で行わ

れる七夕行事。正式な名称は「秋田竿灯まつ

り」。竿灯全体を稲穂に、連なる提灯を米俵

に見立て、額・腰・肩などに乗せて町中を練

り歩きながら豊作を祈る。「大若（おおわか）」

は提灯 46個、重さ 50キロで重要無形民俗文

化財に指定されており、青森の「ねぶた祭り」、

仙台の「七夕まつり」と並んで東北の秋の三

大祭りの一つとされる。「昼竿灯」もあるが、

掲句に登場するのは「夜竿灯」で、町内会毎

にくり出す 100本あまりの竿灯が勢揃いした

明かりは圧巻。 

  作者は、この膨大な数の＜竿灯＞をもって

しても、秋田の＜闇の色＞は＜照らしきれ＞

ないと断じている。いずれにしても明かりと
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闇の取合せの妙はなかなかのもので、両者の

対比により、より＜竿灯＞の明るさをクロー
．．．

ズアップさせた力量に感銘
．．．．．．．．．．．．

する。 

 

人賞  西瓜割り足で探りて大上段 重九 

  西瓜割りの手本のような写生句。＜西瓜割

り＞は用意した西瓜を目隠しした人が周囲

の声だけを頼りに割る遊び。一般的には海水

浴場などの砂浜で行われることが多いが、近

年は保育園の園庭や各種イベント会場など

でも行われている。また最近、西瓜の消費拡

大のため「日本西瓜割り協会」が誕生。公式

ルールを決めて競技会を挙行するようなケ

ースもはじまった。 

 この点掲句は、中 7の＜足で探りて＞という

措辞が、適格に＜西瓜割り＞の仕草をキャッ 

チしており、これに加えて、＜大上段
．．．

＞にと
．．

 

いう表現
．．．．

により、臨場感溢れるクライマック
．．．．．．．．．．．．

スに
．．

導いている。一物仕立ての写生句を詠む

のは大変難しいことであるが、作句力の練成

のために是非取組んで欲しいものだ。 

 

 〔特選〕 

  月夜つき沖ゆく船の明かりかな 一梲 

房総の山より出づる赤き月   岩介 

露草や幾つ集めて縹色     一幸 

  秋風に吹かれて落つる一葉かな 好童 
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｢パソコンを使いこなす会」  林 洋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パソコンのメンテナンス (１)  

パソコンの操作をしていて「時々固まる」、「青

い英文画面になる」等の現象を経験していません

か。これを放置しているとパソコンが立ち上がら

なくなって、販売店やメーカに相談すると工場出

荷状態に戻し、データを失う羽目になります。そ

れでなくても「パソコンの動作が買った時に比べ

て“重い”」と感じているあなた、対策が必要です。 

パソコン操作が重くなるのは色々な要因があり

ますが、次の点が主要なものです。 

 C:ドライブの空き領域が尐ない 

 常駐ソフトが多い 

 ハードディスクの使用領域が乱雑 

 レジストリが乱れている 

 これらを対策する方策を簡単に説明します。た

だ、リスクもありますので、自己責任で実施して

ください。 

【不要ファイルの削除】 

使っている間に C:ドライブに勝手にファイルが

保存されます。不要なファイルは削除しましょう。 

・「スタート」－「(マイ)コンピュータ」をクリッ

ク。 

・「C:ドライブ」を右クリックし、「プロパティ」

を選択。 

・「C:プロパティ」窓が開くので、「全般」タブを

選択し、中央の「ディスクのクリーンアップ」ボ

タンをクリックするとスキャンが始まる。 

・「ディスク クリーンアップ」窓が開くので「デ

ィスク クリーンアップ」タブを選択。 

・削除するファイルにチェックを付け、「Ok」を

選択し、「プロパティ」窓で「Ok」をクリック。 

ほとんどのファイルはいらない筈です。 

【データの C:ドライブからの移動】 

文書、写真、音楽のファイルは、C:ドライブにあ

る「(マイ)ドキュメント」、「(マイ)ピクチャ」、「(マ

イ)ミュージック」に保存する設定になっています。

これらのファイルが増加すると C:ドライブの空

き領域が減尐します。これを D:ドライブか、外付

けハードディスクに移動しましょう。 

「(マイ)ピクチャ」の例で方法を説明します。 

・「スタート」－「(マイ)ピクチャ」をクリック。 

・”Ctrl”と”A”キーを一緒に押す。（すべて選

択） 

・”Ctrl”と”C”キーを一緒に押す。（コピー） 

・「スタート」－「(マイ)コンピュータ」をクリッ

クし、D:ドライブ（C: ドライブ以外のハードデ

ィスク）を選択。 

・”Ctrl”と”V”キーを一緒に押す。（貼りつけ） 

パソコンが壊れた場合、C:ドライブにアクセス出

来なくなるので、データを C:ドライブ以外のハー

ドディスクに置いておけば再使用できます。 

【常駐ソフトの常駐をはずす】 

常駐ソフトとは、パソコン立ち上げ時に読み込ま

れて、動作中働いているソフト。便利ですが、メ

モリーを使用するので、重くなる原因の一つです。

プログラムをインストールすると常駐ソフトが組

み込まれる場合があります。次の手順で必要のな

い常駐ソフトの常駐を外しましょう。 

・「スタート」－「すべてのプログラム」－「アク

セサリ」－「コマンドプロンプト」を選択。 

・「コマンドプロンプト」窓で“msconfig“と入

力。 

・「システム構成ユーテリティ」窓が開くので、「ス

タートアップ」タブを選択。 

・「スタートアップ項目」の内、必要項目以外の項

目のチェックを外す。「必要項目」は、「コマンド」

が、”C:¥Windows¥***”と表示される項目とウ

イルス対策ソフト。 

・「Ok」－「Ok」－「再起動」をクリック。 

【ハードディスクの整理】、【レジストリの整理】

については、次回以降で。 

 

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

これらパソコン操作で解らない事があれば、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

 4 
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寺社を巡る会は２月・８月を除く毎月第一木

曜日が探訪日で２月・８月は座学を開催してい

ます 。９月は三浦探訪シリーズ第３弾「浦賀

東海岸界隈を歩く」が残暑厳しい２日１０時浦

賀駅に普段より尐ない３９名が集合し、松本代

表の挨拶、次に鎌倉ガイド協会千葉さんより浦

賀の歴史と今日のコース説明があり、１０時１

５分スタートした。浦賀湾は細長く風や波をよ

ける天然の良港であり約９千年以前から人々

は暮らしており、鎌倉時代には、浦賀は金沢・

榎戸と並び幕府の重要な三湊であった。戦国時

代になると小田原北条氏が東叶神社の裏山に

房総の里見氏に対する砦として浦賀城を築き

水軍の基地とした。徳川家康は三浦半島を直轄

地にし浦賀港にスペイン商船を招致し国際貿

易港として開港し世界に浦賀の名を轟かせた。

この時代鰯漁が盛んに行われ干鰯にし近畿・紀

州方面に綿・蜜柑等の肥料として出荷され東浦

賀の経済を大きく支え、村は繁栄した。江戸の

発展に伴い全国から物資が船によって江戸に

運ばれ下田奉行所では対忚できなくなり１７

２０年浦賀に奉行所を設置し船番所を置いて

江戸に出入りする船をここで検査する体制を

整えた。１８５３年ペリー艦隊が浦賀沖に来航

した。幕末には日本初の洋式軍艦「鳳凰丸」が

建造された。又咸臨丸を修理し、１８６０年勝

海舟らを乗せて米国に向けて出航した。明治に

なり日露戦争時塩が専売制になり西浦賀の代

表商品が大打撃を受けた。これ以後、浦賀は商

業から工業の町に変わっていった。浦賀駅を出

ると明治３０年創設された浦賀船梁(株)が見え

数多くの軍艦、商船を建造した。昭和４４年住

友重機工業（株)に改称され 平成１５年閉鎖し

た。現在イトーヨーカドー辺りに戦前は浦賀船

梁の軍需工場として大日本兵器(株) が創設さ

れ戦後は、日平産業になりその後富山機械と合

併し、富山に移転し、その跡地に開発が行われ

た。東地区は、歩いても４０分位の狭い地区に

数多くの寺社、稲荷社がある。最初は浦賀に相

忚しい「船守稲荷社」浦賀には「津守稲荷社」

もある。出て、左折すると「八雲神社」が見え、

社殿の屋根には宝珠があり鳥居がない。以前は

大谷山満宝院八雲堂という修験寺でした。明治

の神仏分離令で神社になった。出て２分で「乗

誓寺」(浄土宗)。寺伝によると曽我兄弟の兄、

十郎祐成と大磯の虎女との子了源が開山した。

歩道を渡ると「顕正寺」（日蓮宗）。墓地には江

戸時代の陽明学者中根東里・直木賞作家山口瞳

などの墓がある。隣がお堂ですが、格天井や欄

間などの彫刻が見事な「東耀稲荷社」で稲荷社

の中では随一で贅沢稲荷と云われています。左

折すると小林一茶が初恋の女性の墓参に来た

「専福寺｣(浄土宗)を左に見て直ぐ左折すると

「東林寺」（浄土宗）。本堂には善光寺式阿弥陀

三尊が安置されている。ここには中島三郎助父

子の墓があり三郎助は浦賀奉行与力でペリー

が来航した際、黒船に一番乗りし交渉したが米

国大統領の国書を預かっているのでトップで

なければ忚接出来ぬと断られたが次の日同僚

をトップに仕立てペリーと会い国書を受領し

た。石段右の三浦稲荷社を左折し「東叶神社」。

新編武蔵風土記稿には１６４４年西浦賀の本

社を勧請したとある。別の伝えによれば１６８

８年浦賀が東西に分離した時、西浦賀の叶神社

９月２日「寺社を巡る会」に参加して 

白井武彦 
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を遷して祀り西を本宮、東を若宮と呼んだ。縁

起には文覚上人が源氏再興を願って１１８１

年石清水八幡宮を勧請し源氏再興の願いが叶

えられたので叶明神と改めた。勝海舟が咸臨丸

に乗船するのに社務所右奥の井戸で禊をし山

の上で断食したと云われている場所がある。こ

こで昼食を済ませ、１３時渡船場に向い出発し

東西の岸を結ぶ愛宕丸に乗船し全国でも珍し

い市道の航路２１８ｍを進み、西浦賀に到着し、

左折すると浦賀港引揚記念碑が建っている。終

戦後南方地域中国大陸などから５６万余人の

引揚者が故国の地を踏んだのが陸軍桟橋です。

本日はこの地で解散。

 

 

 

 

退職を機に地元の歴史を尐しは学ぼうかと

軽い気持ちで入会したのが昨年。ところが総会

に出席し損ね、分科会にも加入せず、“わ”の

会そのものを忘れてしまったような時に突然

の連絡、熱心なお誘い、それもいきなり運営委

員にとのことでした。ご冗談をと受け取って、

固辞していた次第です。 

思えば、二十数年前、転勤で横浜はこの金沢

の地に移って来た時はよもやこの歳までこの

地に住むとは思ってはいなかった。もしかした

らその期間と同じくらい？この地に住まうこ

とになるのではとの思いが胸を過ぎり、それに

しては全く地元との縁が希薄であることには

たと気付いた時、「実務をしないと地元との縁

はできませんよ」とのお誘いしてくれた方の言

葉に魅入られるにして、おこがましいと思いつ

つ運営委員会に加わることになりました。 

 

そして前後左右分からずのうちに半年が過

ぎようとしています。分かったことは先輩運営

委員の方々が精力的かつ献身的なこと、ただた

だ驚き入っている次第です。 

生来の怠け者である私なぞ何ができるか、尻

に火をつけるしかあるまいと会報編集レイア

ウトを担当、先輩の助力を得てやっと漕ぎつけ

たのが３４号でした。パソコン講習に無料で参

加できたと秘かに感謝しているうちに３５号

編集が近づいてきました。今度はまだ覚えてい

るか危惧している始末です。 

かように頼りない者です。何とか会員諸氏の

お手伝いができたらと思います。どうぞよろし

く願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営委員になって 大門 利晴 
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2010年 12月～2011年２月の予定       注：表中の「 CC 」は、「 地区センター 」の略 

 12月 1月 2月 

学習会 予定なし 予定なし 

2月 19日(土)能見台 CC 

公開基礎講座；9：30～12：00 

「徳川家康と金沢」 

中世史研究家 盛本 昌広氏 
 

寺社を 

巡る会 

12月 2日(木) 
集合；京急三崎口駅 
テーマ：三崎 
行動：見桃寺～海南神社～光

念寺～本瑞寺 

1月 6日(木) 
集合：ＪＲ逗子駅 
テーマ：葉山 
行動：玉蔵院・森山神社～松の御

用邸～真名瀬の権現～森戸神社 

 
2 月 3 日(木)金沢ＣＣ 
9：30～11：30  

講 座：三浦一族の盛衰 

講 師：鈴木かをる先生 

古文書を 

読む会 

12月 9日(木)金沢公会堂 
勅使を巡る朝廷の対忚 

12月 23日(木)金沢公会堂 
 旅中日記(伊豆) 

1月 13日(木)金沢公会堂 
 野島浦：鈴木家文書 
1月 27日(木)金沢公会堂 
江戸宝永期の富士山大噴火 

2月 10日(木)金沢公会堂 
 野島浦：鈴木家文書 
2月 24日(木) 金沢公会堂 
江戸宝永期の富士山大噴火 

ふれあい 
の道 

歩こう会 

12月 10日(金) 総会  

12 月 16 日(木)栃木 18 番 

雲流れる桜花のみち 

  予備日 17 日(金) 

1 月 20 日(木)千葉 23 番 
  滝のあるみち 

予備日 21 日(金) 

 
2 月 17 日(木)千葉 22 番 

 モミ・ツガのみち 

 予備日 18 日(金) 

懐かしの 

映画を 

観る会 

12月 13日(月)金沢ＣＣ 

12時～酔いどれ天使(東宝) 

12月 27日(月)金沢ＣＣ 

12時～シャレード(米) 

1月 10日(月)金沢ＣＣ 

12時～秘密と嘘(米) 

1月 24日(土)金沢ＣＣ 

12時～  乱(黒澤プロ) 

2月 12日(月)金沢ＣＣ 
12時～ 西部開拓史(米) 

2月 28日(月)金沢ＣＣ 
12時～ ひまわり(伊) 

 

浮  雲 

俳句会 

12 月 26 日(日) 
金沢ＣＣ  

テーマ：惑星 

1 月 30 日(日) 
金沢ＣＣ  

テーマ：寒昴 

2 月 27 日(日) 
金沢ＣＣ 

テーマ：地球  

パソコン 
を使い 

こなす会 

12月 7日(火) WORD基礎講座 
：EXCEL連携  

12月 21日(火) WORD基礎講座 
：TIPS 

1 月 11 日(火) WORD基礎講座 
：HPの印刷 

1月 25日(火) 画像処理講座 
：デジカメ写真の取込 

2月 8日(火) 画像処理講座 
：画像の印刷 

2月 22日(火)EXCEL基礎講座 
：TIPS 

9:30～12:00：金沢 CC予定 9:30～12:00金沢 CC予定 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 ) 

 

 

 

 

 

 編 集 後 記  

あなたの「いきがい」は何ですかと聞かれたら、好

きなことをすることと答えています。但し、ひとりで

するのではなく仲間がいる方が楽しいに決まっていま

す。“わ”の会は、そんな条件にぴったりです。という

訳で、年をとって勉強するのも悪くないと思っている

今日この頃です。(伊達) 

発 行 日 平成 22(2010)年 11月 13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 

責任者 
小 岩 克 介 

訃報  会員の吉田稔氏が 10月にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り致します。 


