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運営運営運営運営委員会からのお知らせ委員会からのお知らせ委員会からのお知らせ委員会からのお知らせ    分科会からの便り分科会からの便り分科会からの便り分科会からの便り    

2222    2011 年度学習会のご案内 
11111111    「懐かしの映画」鑑賞録 No.1 

｢懐かしの映画を観る会」代表 佐藤 晃 

3333    継続会員の状況と新規会員募集 
14141414    「浮雲俳句会」抄録 No.12 

「浮雲俳句会」代表 北野 清市 

3333    分科会代表との連絡会議報告 PC One Point AdvicePC One Point AdvicePC One Point AdvicePC One Point Advice    

6666    分科会 10 周年記念事業バックアップ 

18181818    No.5 パソコンのメンテナンス（2） 

｢パソコンを使いこなす会」 代表 林 洋 

7777    フォーラム KANAZAWA2011 のご案内 会員からの寄稿会員からの寄稿会員からの寄稿会員からの寄稿    

7777    運営委員募集のご案内 
19191919    鹿島・香取神宮と佐原の街並みを訪ねる 

小山 信二 

学学学学    習習習習    会会会会 22222222    中国江南上海に想う     大門 利晴 

8888    第 6 回学習会の概要とアンケート結果 行事予定行事予定行事予定行事予定  

10101010    第 7 回学習会の概要とアンケート結果 24242424    3 月～5 月の予定  

    

 

・ 2011 年度学習会予定が確定 

・ 2011 年度の継続会員は 113 名・継続率 92.6％・新規募集は 10 名程度 

・ 分科会で好評の鑑賞映画解説の連載開始 

  （観賞会ごとに発行の自筆解説書から約半数を代表自ら厳選・掲載） 

平成平成平成平成 22223333(20(20(20(2011111111))))年年年年 2222 月月月月    
ホームページホームページホームページホームページ: : : : hthththttp://kanazawatp://kanazawatp://kanazawatp://kanazawa----wanokai.inwanokai.inwanokai.inwanokai.in.coocan.coocan.coocan.coocan.jp/.jp/.jp/.jp/        

メメメメ            ーーーー            ルルルル: yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com: yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com: yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com: yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com    
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 運営委員会からのお知らせ      

 

 

2010 年度からスタートしました「わが街金

沢の歴史を原始、古代、中世、近世、近代と

時系列的に学ぶ」のシリーズ化講座は中世に

入ります。奥深い金沢の歴史について今後も

じっくり腰を据えて取り組んで参ります。新

鮮味にも心がけ、5、9、10 月の講師は初登場

の先生方で、新しい切り口から金沢の歴史を

学びます。 

講座講座講座講座     

年度初めの 5 月の講座は 2009 年度、2010

年度に続き会員に講師をお願いしました手作

り講座です。講師は分科会 浮雲俳句会代表 

北野 氏です。6 月と 7 月の講座は時系列的に

学ぶシリーズ化講座の中世に当たる講座で、

お馴染みの中世史の大家 盛本先生に２講座

連続でお願いしました。8 月は恒例の金沢文

庫展示関連講座です。9 月の講座は新鮮味あ

ふれるもので、宮司の佐野 氏に富岡八幡宮の

縁起、変遷と湯立て神楽にまつわるお話をし

ていただきます。11 月はアンケート結果でア

ンコールの多かった古文書の読み解きについ

て、横浜開港資料館の松本先生が担当します。 

探訪探訪探訪探訪     

2010 年度に引き続き釜利谷地区を探訪し

ます。整備再生された能見堂跡地をメインに

禅林寺などを訪ねます。午後は、能見堂跡地

再生プロジェクトリーダーの鈴木 氏から能

見堂跡地の整備再生などのお話を聴きます。

歴史の保存・再生という新しい切り口のテー

マです。 

総会と第総会と第総会と第総会と第 1 回学習会回学習会回学習会回学習会 

第 1回学習会当日は学習会に先立ち総会を

開催します。9 時 15 分から開催しますので当

日の受付はお早めに(9：00～9：10)お済ませ

下さるようお願いいたします。 

    

2011201120112011 年度の学習会スケジュール年度の学習会スケジュール年度の学習会スケジュール年度の学習会スケジュール    
 

回 日  時 会  場 講 師 テ ー マ  

1 
5 月１４日(土) 

9 :::: 15～12 :::: 00 

能見台地区 

センター 

—   “わ”の会定期総会 

浮雲俳句会 

代表 北野 清市 氏 

日本の治安 

-安全な金沢- 

2 
6 月 1１日(土) 

9 :::: 30～12 :::: 00 

金沢地区 

センター 

中世史研究家 

盛本 昌広 氏 

平安時代の 

行政組織と古道 

3 
7 月９日(土) 

9 :::: 30～12 :::: 00 

能見台地区 

センター 

中世史研究家 

盛本 昌広 氏 
源氏と鎌倉・金沢 

4 8 月 (日時未定) 県立 金沢文庫 
県立金沢文庫 

学芸員(担当学芸員未定) 

金沢文庫展示関連 

(展示内容未定) 

5 
9 月 1０日(土) 

9 :::: 30～12 :::: 00 

金沢地区 

センター 

富岡八幡宮 

宮司 佐野 主水 氏 
富岡八幡宮と湯立神楽 

6 
10 月１４日(金) 

時間未定 
集合場所未定 

探訪実行委員会＆ 

能見堂跡地再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

ﾘｰﾀﾞｰ 鈴木 祥三 氏 

探訪    釜利谷地区 

7 
１１月１２日（土） 

9 :::: 30～12 :::: 00 

能見台地区 

センター 

横浜開港資料館調査研究員 

松本 洋幸 氏 
金沢地域の古文書を読み解く 

2011201120112011 年度学習会のご案内年度学習会のご案内年度学習会のご案内年度学習会のご案内    



3 
 

 

 

 

 

昨年の 11月末に締め切りました継続会員募集

の結果ですが、2011 年度への継続会員は過去最

高の 113 名で、継続率は 92.6 パーセントとな

りました。毎年、90％に近い高い継続率が続い

ておりますが、これは会員の皆様方が“わ”の

会へ愛着心を持って参加されている結果である

と受け止めさせて頂いております。 

このように高い継続率が続く現状を有り体に

申し上げれば、会員の平均年齢は 2007 年度に

70歳を超え、その後毎年約 1歳上昇し、今や

70歳半ばに達しようとしています。 

    2011 年度の新規会員募集ですが、2 月 5 日か

ら区民活動センターと各地区センターに募集チ

ラシを配置し、ホームページにも掲載すること

で開始しました。また、3 月 13 日の｢フォーラ

ム KANAZＡWA2011｣会場でも募集を行いま

す。募集の人数ですが、学習会で使用する地区

センターなどの会場の定員の都合で、総会員数

は 2010 年度の 122 名を上限とせざるをえず、

チラシの上では若干名としております。締切り

は 3 月末です。平均年齢と女性会員が少ないこ

とを踏まえ、若い方と女性会員の増加を期待し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 平成 22 年 12月 18日（土）、午後 3時30分よ

り、金沢区役所一階の区民活動センター会議室

で、「分科会代表との連絡会議」が開かれた。こ

の会議は分科会の全代表と“わ”の会全体の運

営に携わる運営委員会の全メンバーおよび顧問

が参加して毎年年末に開催されており、今回で

6回目となる。 

 会議は、「小俣代表挨拶」で始まり、「分科会

の今年度活動状況と来年度活動予定報告」の後、

「分科会 10 周年記念事業バックアップ」、「分科

会関連の報告書・会報・ホームページの活用改

善」などが議論された。議事の項目と内容は次

の通りである。 

 

 １．小俣代表挨拶小俣代表挨拶小俣代表挨拶小俣代表挨拶    

平成 23年度の継続会員は113名で、継続率は

93％になった。これは分科会の活発な活動と学

習会の着実な運営への協力によるものであると

し、各分科会代表に感謝が述べられた。 

 

 ２．各分科会の今年度の活動状況と来年度の２．各分科会の今年度の活動状況と来年度の２．各分科会の今年度の活動状況と来年度の２．各分科会の今年度の活動状況と来年度の

活動予定活動予定活動予定活動予定    

各分科会代表から、3分間という制約の中で報

告がなされた。 

 （１）「寺社を巡る会」松本代表（１）「寺社を巡る会」松本代表（１）「寺社を巡る会」松本代表（１）「寺社を巡る会」松本代表 

鎌倉地域が終わり、平成 22年は三浦地域を巡

った。これは平成 23年 5月まで続く。引き続き

鎌倉ガイド協会にお願いしたいと考えているが、

金沢・鎌倉以外の探訪を希望していることに対

して、“わ”の会が「歴史事典」を出版したこと

もあり、鎌倉ガイド協会が我々のレベルアップ

に対応できかねるような雰囲気があって、少々、

手詰まりの感がある。ほかに、2月3日（木）９

時 15分より、金沢地区センターで当分科会主催

継続会員の状況と新規会員募集継続会員の状況と新規会員募集継続会員の状況と新規会員募集継続会員の状況と新規会員募集    

分科会代表との連絡会議報告分科会代表との連絡会議報告分科会代表との連絡会議報告分科会代表との連絡会議報告    
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の講演会を開く。テーマは「三浦一族の盛衰」、

講師は鈴木かほる氏（中世史研究家）。参加費

500円。“わ”の会のホームページで PRをお願い

したい。 

（２）「古文書を読む会」岡田代表（２）「古文書を読む会」岡田代表（２）「古文書を読む会」岡田代表（２）「古文書を読む会」岡田代表 

現在、17名の会員で、最大 20名までとしてい

る。月 2 回の学習会を設けているが、平成 23

年度は、三つの大テーマで行う。第１学習会は

野島浦の「鈴木家文書」の解読、第２学習会は

「宝永年間の富士山大噴火」の記録の解読と「桜

田門外の変」で、年間を通しての学習になる。

平成 22 年度学習会の「古文書に親しむ（入門

編）」が会員に魅力を与えたらしく、入会希望者

が増えている。 

（３）「ふれあいの道歩こう会」宮原代表（３）「ふれあいの道歩こう会」宮原代表（３）「ふれあいの道歩こう会」宮原代表（３）「ふれあいの道歩こう会」宮原代表    

平成 22年度は､8月は休みで、計 10回の催行で

あった。鳴虫山（栃木県日光市）への番外編も

あった。事故もなく行えた。平成 23年度は、茨

城県を中心に 10 回を考えている。ただ、平成

24年度の中頃になると 144コース（関東 1都 6

県のふれあいの道全コース）が終了する。その

後については、平成 23年 12月の当分科会総会

で方針を出す予定である。 

 （４）（４）（４）（４）「懐かしの映画を観る会」佐藤代表「懐かしの映画を観る会」佐藤代表「懐かしの映画を観る会」佐藤代表「懐かしの映画を観る会」佐藤代表    

発足７年が過ぎ、年会費1,000円を上期1,000

円、下期 1,000 円に改訂した。9 割の人が継続

で、67名の会員である。内訳は“わ”の会会員

36名、非会員 31名。非会員の 31名は“わ”の

会サポーターと思っている。全会員の 67名に対

して女性は 19名と少ない。映画館では男性より

女性が多い傾向にあるので、女性会員はもっと

増えてもよいと思っている。『酔いどれ天使』（黒

澤明監督、志村喬・三船敏郎出演）、『家族』(山

田洋次監督、倍賞千恵子・井川比佐志出演）の

鑑賞会では出席者が、それぞれ 48 名、49 名と

多かった。当分科会会報は原稿が集まらなくて

苦労している。イベントも考えているが、『男は

つらいよ』の柴又探訪の次がなかなか企画でき

ない。 

 （５）「浮雲俳句会」北野代表（５）「浮雲俳句会」北野代表（５）「浮雲俳句会」北野代表（５）「浮雲俳句会」北野代表    

平成 22年 11月の句会における秀句（天・地・

人） 

天天天天    冬ざるる宇宙遍歴親鸞忌冬ざるる宇宙遍歴親鸞忌冬ざるる宇宙遍歴親鸞忌冬ざるる宇宙遍歴親鸞忌            一一一一    馬馬馬馬    

地地地地    宇宙船星の落葉を拾ひけり宇宙船星の落葉を拾ひけり宇宙船星の落葉を拾ひけり宇宙船星の落葉を拾ひけり    勇勇勇勇    平平平平    

人人人人    短日や棒の先より闇迫る短日や棒の先より闇迫る短日や棒の先より闇迫る短日や棒の先より闇迫る            二二二二    祥祥祥祥    

を披露。平成 23年 5月までは「宇宙」を兼題と

するが、6 月からは「野鳥」シリーズで行きた

い。 

 （６）「パソコンを使いこなす会」林代表（６）「パソコンを使いこなす会」林代表（６）「パソコンを使いこなす会」林代表（６）「パソコンを使いこなす会」林代表 

発足して 3 年になる。平成 22 年度は、月 2

回とプラス 1回の 25回の講習を行った。会場は

金沢地区センターが一番望ましいが、会場確保

で苦労している。みなとみらいにある市民活動

支援センターがインターネットも使えるので利

用したい。22名の会員で、出席率は 80％。会員

の力は、能力の差というより、意欲の差が大き

い。平成 23年度は、「やさしくやさしく」の方

針で、出来る人には「いいことを一つ習った」

となるようにもって行きたい。講師は林代表一

人になる。 

 

３３３３．分科会．分科会．分科会．分科会 10101010 周年記念事業バックアップ周年記念事業バックアップ周年記念事業バックアップ周年記念事業バックアップ    

小俣代表から提案と説明があった。「寺社…」

と「古文書…」が平成 23年に発足 10年になる。

無理強いはしないが、何かを考え実施してくれ

るとありがたい。当該分科会の自主運営だが、

分科会が盛り上がり、“わ”の会会員全員で共有

できる事業であればいい。運営委員会からは、

広報、人手、費用（最大 30,000 円）でバックア

ップをする。 

 これに対して、北野代表から、10年まであと

5 年あるが、句集ないし句作解説書なども考え

られてありがたい。松本代表からは、“わ”の会

会員全体を対象とした講演会を考えると会場

（収容人数）問題が出てくる。佐藤代表からは、

映画はこの趣旨に馴染む事業ができるかどうか

の課題はあるが、検討したい。林代表からは、5

周年は考えられないかの意見があった。提案に

対しては各分科会代表から賛意が示された。 
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４４４４．分科会関連の報告書・会報・ホームページ．分科会関連の報告書・会報・ホームページ．分科会関連の報告書・会報・ホームページ．分科会関連の報告書・会報・ホームページ

の活用改善の活用改善の活用改善の活用改善 

広報担当の金間副代表から二つの提案があっ

た。①いままで分科会担当の内田副代表に提出

していた各分科会の実施報告書を廃止（分科会

内で作成保存は自由）し、分科会活動の実施報

告は、ホームページにある各分科会の年間計

画・実績表に活動ごとに実績を掲載することで

一つにまとめる。②会報に、各分科会の活動内

容を輪番制でもよいから“わ”の会会員全員が

興味を持って読んでもらえる形で書いてもらえ

ないか。①に対し、林代表はホームページが正

式なものだと思っていると賛同したが、宮原代

表、松本代表、佐藤代表はイメージがつかめな

い、負担が増えないかと質問。金間副代表から

の、実施報告書はホームページ立上げ前のシス

テムで、報告を求めている内容が重複している、

沓掛運営委員から分科会の事務的な実施記録は

ホームページで、具体的な内容報告は会報でと

の説明があり、了解された。②に対し、北野代

表から俳句は積上げで、入りやすいアプローチ

を考案するため会報に載せていると現状報告。

分科会活動に関する会報記事の筆者は、分科会

会員であれば良いということで承諾した。 

 

５５５５．フォーラム．フォーラム．フォーラム．フォーラム KANAZAWAKANAZAWAKANAZAWAKANAZAWA 展示展示展示展示 

相川運営委員から平成 23年 3月13日（日）開

催の「フォーラム KANAZAWA」に出展の“わ”の

会ブースに張り出す各分科会活動紹介ポスター

作成の依頼が出され、各代表は了承。 

 

６６６６．来年度の学習会．来年度の学習会．来年度の学習会．来年度の学習会 

小俣代表から、５・９・10月の学習会は新鮮

味に心がけ、“わ”の会初登場の講師による講座

を開催、6・7月は昨年度からはじめたシリーズ

化の第 2弾で中世研究の大家である盛本昌広先

生に 2講座連続で登壇いただき中世の金沢につ

いてじっくり学ぶ予定との説明があった。 

 

７７７７．横浜市民活動センターの活用．横浜市民活動センターの活用．横浜市民活動センターの活用．横浜市民活動センターの活用 

みなとみらいの横浜市民活動センター利用の

ときは、“わ”の会の登録番号を取得しているの

で、小俣代表まで連絡を。 

 

８８８８．個人情報保護に付いての留意点．個人情報保護に付いての留意点．個人情報保護に付いての留意点．個人情報保護に付いての留意点 

金間副代表より、横浜市発行のパンフレット

の紹介があり、それに基づいて“わ”の会や分

科会活動の中で個人情報の取扱いで留意すべき

要点を再確認した。会報・ホームページには、

会員の住所・電話・メールアドレスは載せない。

顔写真は本人の同意を得るなどの認識を共有。 

 

９９９９．岡本顧問から．岡本顧問から．岡本顧問から．岡本顧問から    

最後に、岡本顧問から、「寺社…」がコース選

定に悩んでいるのであれば、横浜郷土史団体連

絡協議会に加盟の青葉区や瀬谷区の団体に話す

ことは可能であるとのコメントがあった。また、

先だって学習会で横浜開港資料館のメールニュ

ース登録のＰＲをしたところ、総数 700の登録

数が 830名となった。「“わ”の会からも相当数

が登録されたものと思います。有り難うござい

ました。」との報告と謝辞があった。
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“わ”の会は平成 11 年度の設立以来、その節

目である 5 周年と 10 周年において記念事業を実

施してきました。当会の分科会は当会が自主運営

に移行した平成 14年度にその仕組みが定められ、

その年度に「寺社を巡る会」、「古文書を読む会」、

「伊能忠敬研究会」の３つの分科会が発足しまし

た。「伊能忠敬研究会」は発足後、1 年半で活動を

終了しましたが、現在も活発な活動を続けていま

す「寺社を巡る会」と「古文書を読む会」は平成

23 年度に 10 周年目に入ります。また、平成 15

年度には「ふれあいの道歩こう会」、平成 16 年度

には「懐かしの映画を観る会」が設立されていま

すので、これらの分科会も順次 10 周年目に入り

ます。平成 18 年度設立の「浮雲俳句会」、平成 20

年度設立の「パソコンを使いこなす会」もいずれ

は 10周年を迎えます。 

“わ”の会と同様に 10 周年の節目を迎えた各

分科会は記念事業を検討されると思います。いう

までもなく、10周年を迎えた各分科会が記念事業

を実施するか、しないかは分科会の自由です。実

施する場合も、どのような内容とするかは分科会

の裁量です。しかし、“わ”の会としては何らかの

記念事業を計画し、実施されることを推奨します。

つきましては、その計画・実施の内容が当該分科

会に所属する会員はもちろん、“わ”の会会員の大

部分が関心をもって進んで参加したり、実施結果

を受け取ることできるものである場合は、“わ”の

会としてその事業を支援したく思います。対象と

する支援事業、支援内容、必要手続きは次の通り

です。です。です。です。 

 

支援事業支援事業支援事業支援事業 

① 当該分科会の会員および“わ”の会の会員全

員を対象とした事業(発行物の配布でも良い)。

事業の件数は複数でも良い。 

② 事業期間は10周年目入りの年度から11周年

目終了の年度までの２年間とする。 

 

支援の内容支援の内容支援の内容支援の内容 

① 広報 

   会報、ホームページ、学習会、総会の活用 

② 人手 

   会場の準備・運営 

③ 費用 

１分科会当り総額 30000円までとする。対

象は講師謝礼、印刷費、消耗品、運搬費、交

通費などとする。 

 

手続き手続き手続き手続き 

① 支援を受ける場合はあらかじめ補助金等申請

書を提出し、運営委員会の承認を受ける。 

② 事業が終了した後は、2 週間以内に実施報告

書を運営委員会へ提出する。 

 

分科会分科会分科会分科会 10101010 周年記念事業バックア周年記念事業バックア周年記念事業バックア周年記念事業バックアップップップップ    
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例年 3 月の第 1 日曜日に開催されていた「フォ

ーラム KANAZAWA」は、今年は第 2 日曜日とな

りました。多くの金沢区民に生涯学習・地域活動

への参加を呼び掛けるため、「生涯学習団体」や「街

の先生」が区民との交流を目的にその活動を紹介

します。もちろん”わ”の会も参加しています。

“わ”の会会員の皆様も是非ともご来場下さい。 

 

日日日日    時時時時：：：：2011201120112011 年年年年 3333 月月月月 13131313 日日日日（（（（日日日日））））    10101010 時時時時～～～～11115555 時時時時 30303030 分分分分    

場場場場    所所所所：：：：能見台地区能見台地区能見台地区能見台地区センターセンターセンターセンター    

内内内内    容容容容：：：：展示展示展示展示、、、、体験体験体験体験、、、、演技演技演技演技、、、、演奏演奏演奏演奏    

参加費参加費参加費参加費：：：：無料無料無料無料((((一部実費負担一部実費負担一部実費負担一部実費負担、、、、要予約要予約要予約要予約ありありありあり))))    

    

    

    

    

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

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/chishin/shogaku/10-11.html）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 学習会のたびに提出いただいておりますアンケ

ートに“運営委員の皆様ご苦労様”とか“良い資

料有難う”などの添え書きがあるのを見つけると、

“少しは会員の皆様方にお役に立っているのだ”

との満足感・充実感を覚えます。運営委員の一人

になってこの満足感・充実感を共有しませんか！ 

運営委員へのご応募をお待ちしております。先ず

は一度、運営委員会を覗いて見てください。また、

運営委員にふさわしく、推薦したい会員をご存知

でしたらお知らせください。 

 

直近の運営委員会日程直近の運営委員会日程直近の運営委員会日程直近の運営委員会日程 

日日日日 時時時時    間間間間 場場場場    所所所所 

2 月月月月 26 日日日日(土土土土) 
9：：：：30～～～～12：：：：00 

金沢区民活動センター金沢区民活動センター金沢区民活動センター金沢区民活動センター 

(金沢区役所１階金沢区役所１階金沢区役所１階金沢区役所１階) 3 月月月月 12 日日日日(土土土土) 

 

問合せ・連絡先問合せ・連絡先問合せ・連絡先問合せ・連絡先 

電電電電            話話話話 782782782782----8147(8147(8147(8147(小俣小俣小俣小俣)))) 

電子メール電子メール電子メール電子メール yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.comyokohama.kanazawa.wanokai@gmail.comyokohama.kanazawa.wanokai@gmail.comyokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com    

「フォーラム KANAZAWA 2011」 

のご案内 

運営委員募集のご案内運営委員募集のご案内運営委員募集のご案内運営委員募集のご案内    
運営委員の実務を通して会員との縁をさらに深いものにしませんか！運営委員の実務を通して会員との縁をさらに深いものにしませんか！運営委員の実務を通して会員との縁をさらに深いものにしませんか！運営委員の実務を通して会員との縁をさらに深いものにしませんか！    

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 

イメージキャラクターイメージキャラクターイメージキャラクターイメージキャラクター 

“ぶんこのイルぷん“ぶんこのイルぷん“ぶんこのイルぷん“ぶんこのイルぷん”””” 
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第第第第 6666 回回回回    探訪：「釜利谷の緑と古刹を訪ねる」探訪：「釜利谷の緑と古刹を訪ねる」探訪：「釜利谷の緑と古刹を訪ねる」探訪：「釜利谷の緑と古刹を訪ねる」    

 

開催日開催日開催日開催日：：：：2010201020102010 年年年年 10101010 月月月月 8888 日日日日 

企画・資料・案内：探訪実行委員会企画・資料・案内：探訪実行委員会企画・資料・案内：探訪実行委員会企画・資料・案内：探訪実行委員会    

委員長：内田新二委員長：内田新二委員長：内田新二委員長：内田新二        

委員：相川委員：相川委員：相川委員：相川    勲、青木勲、青木勲、青木勲、青木    尚、熊谷尚、熊谷尚、熊谷尚、熊谷    哲、小山信二、鈴木勇夫、鈴田祥代、中島哲、小山信二、鈴木勇夫、鈴田祥代、中島哲、小山信二、鈴木勇夫、鈴田祥代、中島哲、小山信二、鈴木勇夫、鈴田祥代、中島    勇、勇、勇、勇、    

浜崎弘和、林浜崎弘和、林浜崎弘和、林浜崎弘和、林        洋、松本和俊、山田洋、松本和俊、山田洋、松本和俊、山田洋、松本和俊、山田    務、吉田純一、吉田寿紀務、吉田純一、吉田寿紀務、吉田純一、吉田寿紀務、吉田純一、吉田寿紀    

講演：①講演：①講演：①講演：①    「釜利谷の概要」「釜利谷の概要」「釜利谷の概要」「釜利谷の概要」                                    探訪実行委員会探訪実行委員会探訪実行委員会探訪実行委員会                        熊谷熊谷熊谷熊谷    哲氏哲氏哲氏哲氏    

②②②② 「釜利谷周辺の草木の移り変わり」「釜利谷周辺の草木の移り変わり」「釜利谷周辺の草木の移り変わり」「釜利谷周辺の草木の移り変わり」    金沢区街の先生金沢区街の先生金沢区街の先生金沢区街の先生((((自然科学自然科学自然科学自然科学))))    金子金子金子金子    昇氏昇氏昇氏昇氏    

③③③③ 「「「「関東学院大学金沢文庫キャンパスの概要と防災」関東学院大学金沢文庫キャンパスの概要と防災」関東学院大学金沢文庫キャンパスの概要と防災」関東学院大学金沢文庫キャンパスの概要と防災」    

関東学院大学関東学院大学関東学院大学関東学院大学                管理課長管理課長管理課長管理課長    中村中村中村中村氏氏氏氏    

④ 「読経、説法」「読経、説法」「読経、説法」「読経、説法」                                        東光禅寺東光禅寺東光禅寺東光禅寺                    住職住職住職住職    小沢小沢小沢小沢    昌宏昌宏昌宏昌宏氏氏氏氏 

出席者：出席者：出席者：出席者：60606060 名（ビジター名（ビジター名（ビジター名（ビジター    1111 名）名）名）名）        会員の出席率：会員の出席率：会員の出席率：会員の出席率：48.348.348.348.3％％％％    

 

①①①① 全体評価全体評価全体評価全体評価        大変良かった：７大変良かった：７大変良かった：７大変良かった：７        良かった：７良かった：７良かった：７良かった：７        普通：２普通：２普通：２普通：２        つまらなかった：０つまらなかった：０つまらなかった：０つまらなかった：０ 

・釜利谷地区は広いため初めての所が多かったが、我が街の未知の歴史に触れることが出来た(3) 

・ののはな館から関東学院までの道として｢釜利谷緑道｣を選択したのはとても良いアイデアだ(3) 

・釜利谷地区は車で素通りすることが多く、丁寧に歩くことがな 

かったので良いチャンスだった 

・道のりは長かったが、他の分科会の人とコミュニケーシ 

ョンがとれて良かった 

・初めて関東学院キャンパスの内部を見学でき、今後 

の花見、スポーツ観戦などの参考にしたい 

・地元の大学で防災や環境問題にそれなりに対応して 

いることを知った 

 

②②②② 最も印象深かったこと最も印象深かったこと最も印象深かったこと最も印象深かったこと 

・大規模開発が行なわれたものの、｢磨崖仏｣や｢やぐら｣など昔

のものが残っており、歴史を振り返ることの大切さを知った(3) 

・釜利谷地区の支配者や緑などの地域の移り変わりが少し

理解できた(2) 

・東光禅寺での法話に聴き入った(2) 

学習会の概要とアンケート結果 

「「「「釜利谷周辺の草木の移り変わり釜利谷周辺の草木の移り変わり釜利谷周辺の草木の移り変わり釜利谷周辺の草木の移り変わり」」」」    

を語る金子を語る金子を語る金子を語る金子    昇氏昇氏昇氏昇氏 
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・金子先生の草木の話、世界で毎 

日 100種の生き物が絶滅してい 

ることなど 

・金蔵院の句碑 

 

③③③③ ももももっと詳しく知りたいことっと詳しく知りたいことっと詳しく知りたいことっと詳しく知りたいこと 

・関東学院の学校としての歴史や 

卒業生達の実績や有名人など 

・東光禅寺の歴史や資料に載って 

いないような地元との拘わり 

など 

・今の自然豊かな環境整備づくり 

の経緯を知りたい 

 

④④④④ 来年以降の｢探訪｣でご希望の地域・テーマがあ来年以降の｢探訪｣でご希望の地域・テーマがあ来年以降の｢探訪｣でご希望の地域・テーマがあ来年以降の｢探訪｣でご希望の地域・テーマがありましたらご記入くださいりましたらご記入くださいりましたらご記入くださいりましたらご記入ください 

・保土ヶ谷からの｢かなざわのみち｣。年々開発が進み昔の面影は様変わりしている中で、上中里付

近の古道は昔のイメージが残っている貴重な道 

・釜利谷地区は広いので、パートⅡの企画を 

・富岡地区を希望 

・鎌倉、横須賀方面。4～5キロメートルのコース設定を希望 

・金子先生の話を再度聴きたい 

 

⑤⑤⑤⑤ 学習会、運営委員会等に関するも学習会、運営委員会等に関するも学習会、運営委員会等に関するも学習会、運営委員会等に関するも

のののの 

・資料は良く出来ています。当日の説 

明など、担当者のご苦労に感謝(3) 

・関東学院での防災の話は歴史探訪に 

は馴染まない。事前の打合せ不足で 

 しょうか？(3) 

・毎年、色々な企画を立てて頂き感謝 

・植物の話は歴史探訪には不適当であ 

り、もっと歴史に時間を割いて欲し 

い 

・前日は分科会｢寺社を巡る会｣の浦賀 

探訪であった。 

・日程調整を考慮願いたい 

金蔵院境内で出発前の挨拶をする内田探訪委員長 

案内板の前で金沢自然公園の説明をする吉田探訪委員 
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第第第第 7777 回「幕末・明治の金沢と横須賀・浦賀」回「幕末・明治の金沢と横須賀・浦賀」回「幕末・明治の金沢と横須賀・浦賀」回「幕末・明治の金沢と横須賀・浦賀」    

開催日：開催日：開催日：開催日：2010201020102010 年年年年 11111111 月月月月 13131313 日日日日                

場所：能見台地区センター場所：能見台地区センター場所：能見台地区センター場所：能見台地区センター    多目的室多目的室多目的室多目的室    

講師：横浜開港資料館講師：横浜開港資料館講師：横浜開港資料館講師：横浜開港資料館    主任調査研究員主任調査研究員主任調査研究員主任調査研究員    西川西川西川西川    武臣武臣武臣武臣    氏氏氏氏    

出席者：出席者：出席者：出席者：97979797 名名名名((((ビジタービジタービジタービジター    2222 名名名名))))            会員の出席率：会員の出席率：会員の出席率：会員の出席率：77.877.877.877.8％％％％ 

 

①①①①    全体評価全体評価全体評価全体評価        大変良かった：４９大変良かった：４９大変良かった：４９大変良かった：４９            良かった：５良かった：５良かった：５良かった：５        普通：普通：普通：普通：１１１１        つまらなかった：０つまらなかった：０つまらなかった：０つまらなかった：０ 

・・・・歯切れの良い分かり易い説明が心地良く、話が良く頭に入った。時間を短く感じた(11) 

・『海岸記行』などの資料に沿ったメリハリの利いた話は、情景が目に浮かぶように感じた(6) 

・話し方の上手さに感銘した(5) 

・今まであまり知らないことを教えて頂いた(3) 

 

②②②②    最も印象深かったこと最も印象深かったこと最も印象深かったこと最も印象深かったこと 

・幕末の金沢と三浦半島の状況がいきいきと表現され、分かりやすかった(15) 

・幕末の東京湾防衛のための台場の建設や金沢などの漁民が 

動員されていたこと(10) 

・浦賀奉行の危機意識と二人の表書きの内容の説明(4) 

・横須賀造船所についての説明(3) 

・斎田家の古文書(3) 

・鳳凰丸の建造技術を有していたこと(2) 

 

③③③③    もっと詳しく知りたいこともっと詳しく知りたいこともっと詳しく知りたいこともっと詳しく知りたいこと 

・横須賀造船所の故事・由来(3) 

・横須賀と金沢の関係をさらに詳しく 

・横須賀海軍と金沢の関連について 

 

④④④④    西川先生にご講演いただきたいテーマ西川先生にご講演いただきたいテーマ西川先生にご講演いただきたいテーマ西川先生にご講演いただきたいテーマ 

・今回の話のパートⅡをお願いしたい(7) 

・小栗上野介について(2) 

・少なくとも年１回の西川先生の講座をお願いしたい 

・西川先生の研究された内容であれば何でも良い 

・開港された日本各地の港(長崎・下田・函館)の外国人への対応の違いなどについて 

 

⑤⑤⑤⑤    学学学学習会、運営委員会等に関するもの習会、運営委員会等に関するもの習会、運営委員会等に関するもの習会、運営委員会等に関するもの 

・毎回ご苦労さまです(3) 

・横須賀、浦賀方面への探訪を出来たら企画して欲しい 

・継続会員申込など会場での受付処理をスムーズにして欲しい  

講師講師講師講師    西川西川西川西川    武臣武臣武臣武臣    氏氏氏氏    
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「「「「懐かしの映画懐かしの映画懐かしの映画懐かしの映画」」」」鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞録録録録    №№№№１１１１    

｢懐かしの映画を観る｢懐かしの映画を観る｢懐かしの映画を観る｢懐かしの映画を観る会会会会」」」」代表代表代表代表    佐藤佐藤佐藤佐藤    晃晃晃晃    

 

                                

分科会「懐かしの映画を観る会」では、映画鑑賞の解説書を毎月２回の鑑賞会で出席の会

員に配布して、映画鑑賞の参考にしております。今回、会報編集委員会から分科会活動状況

を会員の皆様に伝える活動の一つとしてこの解説を会報に転載してはとの話がありました。

「懐かしの映画を観る会」をより深く知っていただくとともに、“わ”の会会員の方の参考に

なればと思い、会報の発行周期に合わせて３ケ月ごとに６件の解説から２、３件を選定して

連載を開始する次第です。なお、“わ”の会ホームページには解説の全件を掲載しております

ので合わせてご覧ください。 

 

 

平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    第第第第 11115555 回回回回    鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会 

家家家家    族族族族    

＜鑑賞日：＜鑑賞日：＜鑑賞日：＜鑑賞日：2010201020102010．．．．11111111．．．．8888＞＞＞＞    

制制制制    作：作：作：作：1970(1970(1970(1970(昭和昭和昭和昭和 45)45)45)45)年年年年    松竹映画松竹映画松竹映画松竹映画                    上映時上映時上映時上映時間間間間：：：：107107107107 分分分分    

監監監監    督督督督：：：：山山山山田田田田洋次洋次洋次洋次                脚脚脚脚    本本本本：：：：山山山山田田田田洋次洋次洋次洋次、宮、宮、宮、宮崎崎崎崎勇勇勇勇    

出出出出    演演演演：：：：井井井井川川川川比比比比佐佐佐佐志志志志、、、、倍賞千恵子倍賞千恵子倍賞千恵子倍賞千恵子、、、、笠智衆笠智衆笠智衆笠智衆、、、、前前前前田田田田吟吟吟吟        

そそそそのののの他他他他：：：：1970197019701970 年年年年    毎毎毎毎日映画コンクー日映画コンクー日映画コンクー日映画コンクールルルル日本映画大日本映画大日本映画大日本映画大賞賞賞賞、キ、キ、キ、キネネネネママママ旬旬旬旬報報報報第第第第 1111位位位位    

 

 

あらすあらすあらすあらすじじじじ 

1970年、長崎県伊王島の炭鉱で働く精一（井

川）は斜陽の炭鉱に見切りをつけ、友人の誘い

で北海道の酪農に従事するため、妻民子（倍賞）、

父親源三（笠）と二人の子供と共に島を離れる。

源三を預けるつもりで、途中、福山にいる弟の

力（前田吟）を訪ねるが、家は狭く父親を頼み

づらいので、そのまま 5 人で北海道に向う。大

阪駅で新幹線に乗り換える間、時間に余裕があ

ったので、開催中の大阪万博に立ち寄る。ほん

の少し、入り口からのぞくだけの万博だった

が、圧倒的な見物客の多さに精一たちは茫然

とするばかりである。新幹線で東京駅に出て、

上野まで行ったが、疲労と暑さが重なって幼

い娘が病気になる。近くの宿に泊り、医者に

診てもらうが、すでに手遅れで、娘は命を失

う。クリスチャンの精一一家は教会で葬儀を

済ませ、小さな遺骨を抱いて東北本線で青森

に向かい、青函連絡船で北海道に渡った……
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解解解解    説説説説 

山田洋次が 5年間暖めていた題材の映画化で

ある。1970年、大阪万博が開催され、日本中が

「万博ブーム」で沸いていた時代、山田監督は

貧しい労働者が職を追われ、新天地を求めて長

崎から北海道まで3000キロの苦しい旅を1年間

のロケを通して、ドキュメンタリータッチで描

いた。万博には国内外から 6400万人もの入場者

が集まり、日本が高度成長の絶頂期を迎えた年

だったが、精一一家はその恩恵に浴することも

できない。山田洋次は彼らの旅を通じて、彼ら

の目から見た日本を手持ちカメラを用いて、い

わば隠し撮りで撮影し、登場人物も、本物の駅

員や区役所の職員にそのままの役で出てもら

ったという。「時代の証言者」〔読売新聞所載

2006 年 12 月〕では「家族が日本列島を縦断

しながら、さまざまなことに出合う。意識し

なくても日本の現実が画面に映るに違いない。

古里を追われて苦しい旅をする家族を通して

日本の現実を語りたかった。」と書いている。 

 本映画は 1970年のキネマ旬報ベストテン

第 1位、毎日映画コンクール・日本映画大賞

を受賞したほか、主演男優、女優賞を得て主

要な賞を総ナメにした。 

 

 

平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    第第第第 11116666 回回回回    鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会     

霧の波止場霧の波止場霧の波止場霧の波止場  LELELELE    QUAIQUAIQUAIQUAI    DESDESDESDES    BRUMESBRUMESBRUMESBRUMES    

＜鑑賞日：＜鑑賞日：＜鑑賞日：＜鑑賞日：2010201020102010．．．．11111111．．．．22222222＞＞＞＞    

制制制制    作：作：作：作：1919191938383838年年年年    フランフランフランフランスススス        モノモノモノモノククククロロロロ                上映時上映時上映時上映時間間間間：：：：91919191 分分分分    

監監監監    督督督督：：：：ママママルルルルセセセセルルルル・・・・カルネカルネカルネカルネ                脚脚脚脚    本本本本：：：：ジャック・プジャック・プジャック・プジャック・プレヴェレヴェレヴェレヴェーーーールルルル    

出出出出    演演演演：：：：ジャン・ジャン・ジャン・ジャン・ギギギギャバン、ャバン、ャバン、ャバン、ミミミミッッッッシェルシェルシェルシェル・・・・モルガモルガモルガモルガン、ン、ン、ン、ミミミミッッッッシェルシェルシェルシェル・・・・シモシモシモシモンンンン    

 

あらすあらすあらすあらすじじじじ 

 フランスの港町ル・アーブル。霧の深い街道

を走るトラックに男が手を上げ乗り込む。男は

外人部隊からの脱走兵のジャン（Ｊ・ギャバン）

である。街道を犬が横切った。ジャンはとっさ

にハンドルを奪って犬を救う。ジャンはル・ア

ーブルの街角で降り立った。救った犬が付いて

くる。ジャンは酔っ払いのクワールの世話で波

止場のはずれにある小さな酒場に身を隠す。そ

の小屋には主人のパナマと画家のミシャルがい

た。パナマはジャンに何も聞かずに食事を振る

舞い親切にしてくれた。人生に絶望していたジ

ャンは愚痴を言い、ミシャルは黙って聞いてく

れた。店にはネリ（Ｍ・モルガン）という女

がいた。憂いを含んだ面差しのネリは、まだ

17 歳の少女だが、母親が死に、義理の父親の

ザベル（Ｍ・シモン）に言い寄られてこの店

に逃げてきたのである。突然、銃声が聞こえ、

ザベルが小屋に飛び込んできた。港のやくざ

のリュシアン（Ｐ・ブラッスール）に狙われ

たという。 

 夜が明けた。軍服しか持っていないジャン

は背広の世話をパナマに頼んで、ネリと港へ

散歩に出かけた。散歩から戻るとパナマは背

広をジャンに渡した。その背広はリュシアン
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がジャンに渡すようパナマに頼んだものである。

リュシアンは衣服を残して港の方に行き、姿を

消した。背広には多額の金とミシャルのパス

ポートも入っていた…… 

    

解解解解    説説説説 

 1930年代後半、ナチスドイツの暗雲がヨーロ

ッパを覆い、重苦しい雰囲気の中で、フランス

ではペシミズム（悲観主義）の色濃い映画が多

数作られた。代表的な映画はジュリアン・デュ

ヴィヴィエ監督の「望郷」（1937）、「商船テナシ

ティ」（1934）等である。新しい世界を望みなが

ら、裏切られ、挫折し、悲劇的な結末を迎える

というテーマは、第二次世界大戦を目前とした

ヨーロッパ人の心情を反映したのである。この

「霧の波止場」も同じようにペシミシステック

な映画である。しかし、脚本はジャック・プレ

ヴェール（天井桟敷の人々）、音楽はモーリス・

ジヨーベール（舞踏会の手帳）、撮影はオイゲ

ン・シュフタンと当時のフランス映画を代表す

る俊英を集め、運命的な悲劇を詩的レアリズム

で描いて、1930年代後半を代表をするフランス

映画となった。 

第二次大戦中、フランス映画の巨匠といわ

れたＪ・デュヴィヴィエ、Ｊ・ルノアールは

アメリカに移ったが、マルセル・カルネはフ

ランスに残り、映画を撮り続けた。1942年の

「悪魔は夜来る」ではナチスへの抵抗の姿勢

を崩さず、1945年にはドイツ占領の下で３年

３ヶ月をかけて「天井桟敷の人々」を完成さ

せた。この映画は現在でもフランス最高の映

画と讃えられている。 

ミッシェル・モルガン（1920～）は 1930

年代後半を代表するフランス映画のトップス

ターである。代表作はこの映画のほか「田園

交響楽」「狂熱の孤独」等がある。1970年以

降映画に出演せず、趣味の絵画、詩作にふけ

っている。 

 

 

平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    第第第第 17171717 回回回回    鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会        

酔いどれ天使酔いどれ天使酔いどれ天使酔いどれ天使    

＜鑑賞日＜鑑賞日＜鑑賞日＜鑑賞日：：：：2010201020102010．．．．12121212．．．．13131313＞＞＞＞    

制制制制    作：作：作：作：1941941941948888((((昭和昭和昭和昭和 23232323))))    年年年年        東宝東宝東宝東宝映画映画映画映画                上映時上映時上映時上映時間間間間：：：：99998888分分分分    

監監監監    督督督督：：：：黒澤黒澤黒澤黒澤    明明明明                    脚脚脚脚    本本本本：：：：植草圭之助植草圭之助植草圭之助植草圭之助、、、、黒澤黒澤黒澤黒澤    明明明明    

出出出出    演演演演：：：：志村志村志村志村    喬喬喬喬、、、、三三三三船船船船敏郎敏郎敏郎敏郎、、、、山山山山本本本本礼三郎礼三郎礼三郎礼三郎、小、小、小、小暮美千暮美千暮美千暮美千代、代、代、代、中中中中北北北北千枝子千枝子千枝子千枝子、、、、久我美子久我美子久我美子久我美子    

そそそそのののの他他他他：：：：1941941941948888年年年年    毎毎毎毎日映画コンクー日映画コンクー日映画コンクー日映画コンクール第ル第ル第ル第１１１１位位位位、キ、キ、キ、キネネネネママママ旬旬旬旬報報報報ベストベストベストベストテンテンテンテン第第第第１１１１位位位位    

    

あらすあらすあらすあらすじじじじ 

 駅の近くの闇市場の裏手に小さな沼がある。

沼にはゴミが浮かび、メタンガスが噴き出てい

る。沼のほとりに眞田診療所がある。診療室で

ヤクザの松永（三船敏郎）が手当てを受けてい

る。怪我をした左手からピストルの弾が出てく

る。 

手術を終えた眞田（志村喬）は、軽くセキ

をする松永に肺結核を注意して聴診器をつけ

て、胸を打診し、松永にレントゲンを撮るよ

うにすすめる。眞田の助手の美代（中北）は
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ヤクザの岡田（山本）の女だったが、服役中の

岡田を逃れて眞田の診療所に身を寄せている。

ある夜、酔った松永が診療所に来て、レントゲ

ン写真を見せる。肺に大きな穴が開いている。 

 服役中の岡田が出所してくる。松永の兄貴分

である。沼のほとりで弾くギターの音色で美代

は岡田の出所を知る。松永に会った岡田は兄貴

分を振り回すが、松永は頭が上がらない。松永

の情婦奈々江（小暮）は松永から岡田に乗り換

えた。鉄火場での博打で岡田に大負けしたりし

て、松永は面白くない。松永が喀血した。奈々

江は松永から去った。眞田は松永を医院に連

れ帰る。落ち目の松永は酒に溺れた。遂に松

永は奈々江のアパートにいる岡田を刃物を持

って襲う。廊下でペンキの缶をひっくり返し

て、ペンキだらけになって二人は死闘を続け

る。松永が刺されて死んだ。馬鹿な奴だとつ

ぶやく眞田はやりきれない思いである。松永

にひそかに惚れていた飲み屋の女ぎん（千石）

は彼のお骨を持って故郷に帰った。 

    

解解解解    説説説説 

 戦後の日本映画を支えた黒澤明と三船敏郎の

黄金コンビ誕生の記念すべき第１作である。戦

後の闇市を舞台に、人情味溢れる医者と戦争帰

りの肺結核に罹っている若いヤクザとの交流を

通して、紋切方のヤクザ批判を超えた人間のド

ラマを作った。良心的な医者は聖者ではなく、

酒に目がないだらしのない医者である。若いヤ

クザも突っ張ってはいるが、結核の進行に怯え、

夢でうなされる。それが人間らしさを生み、映

画を膨らませている。 

ヤクザに扮する三船敏郎（1920～1997）は

黒澤明に見出だされた期待の新人で頬のこけ

た精悍な演技で、戦後を代表するスターとし

ての第１歩を踏み出した。以降、三船は黒澤

明の 1948年から 1965まで『生きる』を除く

全作品に出演し、『世界のミフネ』と呼ばれる

大スターになった。

    

    

  「浮雲俳句会」抄録 No.12 

               「浮雲俳句会」代表「浮雲俳句会」代表「浮雲俳句会」代表「浮雲俳句会」代表    北野北野北野北野    清市清市清市清市    

  

 

第 11 回金沢区民俳句大会吟行会 

 10 時、ののはな館集合。午前中「なんだろ坂」周辺の吟行。「なんだろ坂」は 400程の階段

があり、特に最初の下り坂が急峻。かの“ひよどり越”を連想するほどであった。下るにつれ

て、芒がおいでおいでと靡いており、烏瓜は真赤に熟して行く手を遮っていた。一頻り下りて

平坦な処に来ると、あちこちで親子連れがバーベキューの準備に大奔走。まさに秋本番の金沢

自然公園内であった。 

 

 秋惜秋惜秋惜秋惜しむしむしむしむ釜利谷台釜利谷台釜利谷台釜利谷台地地地地男坂男坂男坂男坂    一一一一清清清清 
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 宇宙（44 回例会の兼題） 

“宇宙をキーワードにした兼題”の第４弾が「宇宙」。再び本題にかえって、大きなテーマの

宇宙である。 

 先ず、宇宙の誕生であるが、宇宙の始まりは、今から 137億年前の水素とヘリウムによるビ

ッグバン（大爆発）であったとされている。従って、今われわれが観測している光は、137億

年前に 4200 万光年離れた空間から、放たれた気の遠くなるような光である。しかも、この宇

宙は、現在も膨張し続けているのだ。 

 次に宇宙の大きさであるが、これは前回の「浮雲俳句会」抄録 No.11 の「扉」で述べた「太

陽系」。それに同じ「扉」の「銀河系」を含む、地上 100 キロ以上の大きさと広がりを持った

無限の空間である。 

 

 宇宙と宇宙と宇宙と宇宙とははははこの深きこの深きこの深きこの深き碧神碧神碧神碧神のののの旅旅旅旅    一一一一清清清清 

 

惑星（45 回例会の兼題） 

わが国は最近太陽の惑星の一つである「火星」の探査に失敗した。しかし、今年は「地球」の

兄弟星の一つである「金星」の観測のため、5 月に探査機「あかつき」が再度打ち上げられた。 

その後、12 月上旬には５億キロの旅を終え、「金星」の軌道に乗り、エンジンを逆噴射して観

測態勢に入ったが失敗。６年後「金星｝の軌道に近づくのに合わせ、再び挑戦する予定とか。

なお、「金星」はその大きさや、太陽からの距離が、８つの『惑星』の中で「地球」に最も近

く、「宵の明星」また「明けの明星」といわれ大変親しまれてきた。 

このような『惑星』。８箇それぞれに説明しておきたい特徴などは、枚挙に遑がないが、ここ

ではこれらの大きさだけに言及しておきたい（次の括弧内は地球の大きさを「１」とした場合

のそれぞれの大きさを表す）。 

 太陽の『惑星』は、太陽（109）に近い順に水星（0.4）・金星（0.9）・地球（１）・火星（0.5）・

木星（11）・土星（９）・天王星（４）海王星（４）である。 

 

 惑惑惑惑星星星星間間間間会会会会議議議議もつれて年つまるもつれて年つまるもつれて年つまるもつれて年つまる        一一一一清清清清 

 

 

《《《《11111111 回金沢区民俳句大会吟行会への参加》回金沢区民俳句大会吟行会への参加》回金沢区民俳句大会吟行会への参加》回金沢区民俳句大会吟行会への参加》    

H22H22H22H22 年年年年 10101010 月月月月 24242424 日日日日    

[秀作] 

天賞 ななななんんんんだだだだろ坂ろ坂ろ坂ろ坂くだるくだるくだるくだる加速加速加速加速にににに秋秋秋秋深し深し深し深し     

（（（（他他他他のののの結結結結社）社）社）社） 

地賞 鋭角鋭角鋭角鋭角のののの坂坂坂坂をををを下下下下れれれれば芒ば芒ば芒ば芒のののの穂穂穂穂                勇勇勇勇    平平平平 

人賞 メメメメルヘルヘルヘルヘンのこンのこンのこンのこどどどどもももも広場広場広場広場にににに谷紅谷紅谷紅谷紅葉葉葉葉    勝勝勝勝    美美美美 

秀作３賞中、地賞と人賞をわが浮雲俳句会のメ

ンバーが勝ち取った。先ず、地賞ですが、芭蕉の
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いう“軽み”の嘱目吟。平明な表現の中に俳句の

本質の“軽み”が潜んでいる。因みに、「なんだ

ろ坂周辺」は、能見堂跡地が立木が繁って眺望が

悪くなった反面、見晴らしもよく、広重ゆかりの

「金沢八景図」の８ヶ所は勿論……東京湾をはじ

め、天気さえよければ遠く房総半島もみはるかす

ことが出来る絶好の吟行場所である。そのうえ当

地は四季を通じてその粧を変える大自然に恵ま

れ、今は秋の真っ最中だ。掲句はこのようなロケ

ーションを適格にとらえ、＜鋭角の坂を下れば＞

と平明
○ ○

な
○

表現
○ ○

の
○

中
○

に
○

、
○

焦点
○ ○

を
○

ズバリ
○ ○ ○

と
○

捉えた
○ ○ ○

感性
○ ○

は見事というほかない。 

 次に、人賞であるが、＜メルヘン＞な別世界を

思わせる吟行句。「なんだろ坂」を下り、動物園

に向かって登るやや広い道の左サイドに、＜こど

も広場＞がある。ここはドイツのグリム兄弟によ

って形作られた作品を連想する空想的な童話の

世界が広がっている。丁度この日は日曜日。それ

だけに親子連れが多く、秋色を粧う広場が一層そ

の雰囲気を醸し出しているのだ。これらを総合し

て、作者
○ ○

の
○

メルヘンテック
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

な
○

発想
○ ○

に溢れる感性を、

裏打ちした好吟といえよう。 

 

[特選] 

 海海海海望む望む望む望む釜利谷台釜利谷台釜利谷台釜利谷台地地地地秋化粧秋化粧秋化粧秋化粧                一一一一    悦悦悦悦 

    甲高甲高甲高甲高きききき声声声声のののの木霊木霊木霊木霊もももも花芒花芒花芒花芒                    ともともともとも女女女女 

木木木木のののの実熟実熟実熟実熟るるるる山山山山にににに声声声声ととととぶぶぶぶ親親親親子子子子連れ連れ連れ連れ     

（（（（他他他他のののの結結結結社）社）社）社） 

ななななんんんんだだだだろ坂桜紅ろ坂桜紅ろ坂桜紅ろ坂桜紅葉の葉の葉の葉の散散散散りいりいりいりいそぐそぐそぐそぐ     

（（（（他他他他のののの結結結結社）社）社）社） 

 

 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、１句目は吟行場所からの望見句。吟行に

ゆかない人にもその大景が実感できよう。遠景に

＜海望む＞と東京湾をもちだし、近景に＜釜利谷

台地秋化粧＞と１７音
○ ○ ○

の
○

世界
○ ○

に
○

纏めた
○ ○ ○

力量
○ ○

は
○

流石
○ ○

である。 

 次に、２句目は臨場感溢れる写生句。＜甲高き

声＞はバーベキュー作りに興じる子らの声。その

黄色い声が「なんだろ坂」の急峻な崖に跳ね返り

＜木霊＞となったのである。写生
○ ○

の
○

ポイント
○ ○ ○ ○

が
○

しっかり
○ ○ ○ ○

定まり
○ ○ ○

、ダイナミックな様子もありあり

と伝わってくる好吟だ。

 

 

 

≪≪≪≪44444444 回例会≫回例会≫回例会≫回例会≫    H22H22H22H22 年年年年 11111111 月月月月 28282828 日日日日    

 

 [秀作] 

天賞 冬ざるる宇宙遍歴親鸞忌冬ざるる宇宙遍歴親鸞忌冬ざるる宇宙遍歴親鸞忌冬ざるる宇宙遍歴親鸞忌    一一一一    馬馬馬馬 

 大宇宙と宗教を詠った忌日俳句。浄土真宗の開

祖＜親鸞＞の忌日は陰暦 11 月 28 日。まさに句会

の当日である。この＜親鸞＞、生前は念仏を唱え

ながら各地を＜遍歴＞、浄土真宗の布教に努めた。

しかし、死後は天国即ち＜宇宙遍歴＞、その教え

を説き広めているにちがいないと推測、しかも、

その布教は、＜冬ざるる＞あれさびた世界なのだ。 

 掲句は、兼題の「宇宙」をさりげなく受け止め、

そのうえこれを上手に宗教
○ ○

と
○

融合
○ ○

させた
○ ○ ○

力量
○ ○

は

抜群である。 

 

地賞 宇宙船星の落葉を拾ひけり宇宙船星の落葉を拾ひけり宇宙船星の落葉を拾ひけり宇宙船星の落葉を拾ひけり        勇勇勇勇    平平平平 

 擬人法を的確に活用した宇宙俳句。わが国の小

惑星探査機“はやぶさ”は、平成 17 年に地球と火

星の間にある小惑星“イトカワ”へ着地に成功。

途中トラブルがあって遅くなったものの、本年 6

月無事に地球に帰還。カプセルからは 1,500余り

の“イトカワ”の微粒子を回収。目下その解明中

である。 

 掲句は、＜宇宙船＞“はやぶさ”が採取した”イ

トカワ”の微粒子を＜落葉＞に見立て、＜落葉＞を

拾って地球に帰還したと、譬えて巧みに表現した

のである。この＜落葉を拾ひけり＞と擬人法
○ ○ ○

を
○

うまく
○ ○ ○

活用
○ ○

した
○ ○

業
○

に
○

敬服
○ ○

する。 
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人賞 短日や棒の先より闇迫る短日や棒の先より闇迫る短日や棒の先より闇迫る短日や棒の先より闇迫る    二二二二    祥祥祥祥 

 目前の現象を見事に切り取った写生句。今年は

“冬至”が 12 月 22 日。1 年で一番目の短い日で

ある。杜詩に『寒日庇（ひさし）ヲ経テ短シ』と

あるが、寒くて暮れやすい日が冬の心ぼそさを一

際かきたてる。そして実感としては“冬至”より

少し前の方が余計日の短さを感じさせるものだ。 

 この点、作者は目前の現象を＜棒の先より＞と

具体的
○ ○ ○

に
○

いきいき
○ ○ ○ ○

と
○

した
○ ○

表現
○ ○

（写生）として捉え、

加えて＜闇迫る＞と断言したのである。 

 

 [特選] 

 宇宙と宇宙と宇宙と宇宙とは無限は無限は無限は無限のバのバのバのバブルオリオブルオリオブルオリオブルオリオンンンン座座座座    国国国国    眼眼眼眼 

    顔見世顔見世顔見世顔見世ややややＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣのののの長勢揃長勢揃長勢揃長勢揃ひひひひ            たかたかたかたか女女女女 

大大大大鳥居潜鳥居潜鳥居潜鳥居潜りてりてりてりて気づ気づ気づ気づくくくく神神神神の留の留の留の留守守守守            一一一一    幸幸幸幸 

雲雲雲雲割割割割りて大りて大りて大りて大極殿極殿極殿極殿に冬の日に冬の日に冬の日に冬の日矢矢矢矢                ともともともとも女女女女 

 

 

≪≪≪≪45454545 回例会≫回例会≫回例会≫回例会≫    H22H22H22H22 年年年年 12121212 月月月月 26262626 日日日日    

 

[秀作] 

天賞 惑惑惑惑星の星の星の星の明明明明けのけのけのけの明明明明星今星今星今星今朝朝朝朝もももも冴ゆ冴ゆ冴ゆ冴ゆ    二二二二    祥祥祥祥 

 宇宙俳句の教科書的な秀句。８つの『惑星』の

一つの金星を＜明けの明星＞＜今朝も冴ゆ＞と

見事
○ ○

に
○

キャッチ
○ ○ ○ ○

した
○ ○

力量
○ ○

は
○

素晴らしい
○ ○ ○ ○ ○

。 

追って、金星はわれわれの住む地球に一番近く、

大きさも地球に対して 0.9 とよく似通った兄弟星。

しかし、実際の環境は大きく異なり、大気のほと

んどが二酸化炭素で生物の住めない“灼熱の惑

星”である。そのうえ上空を秒速 100 メートルの

暴風が吹き荒れて、極めて過酷な『惑星』なのだ。 

 

地賞 冬日和冬日和冬日和冬日和惑惑惑惑星探星探星探星探査査査査にににに湧湧湧湧き上がりき上がりき上がりき上がり        ともともともとも女女女女 

 惑星探査機「あかつき」の金星探査の感動がよ

く伝わってくる力作。5 月 21 日に打ち上げられた

「あかつき」は、５億キロを順調に飛行。成功す

ればわが国初の惑星探査になったのだ。この感動

を作者は、＜惑星探査に湧き上がり＞と断じたの 

である。感動
○ ○

を
○

如実
○ ○

に
○

伝えた
○ ○ ○

宇宙
○ ○

俳句
○ ○

である。 

 

人賞 惑惑惑惑星も日星も日星も日星も日向ぼ向ぼ向ぼ向ぼここここせせせせり大り大り大り大家族家族家族家族        国国国国    眼眼眼眼 

 太陽系を広く捉えた宇宙俳句。特に下５の＜大

家族＞の措辞により、太陽系の恒星である「太陽」、

その周りの８個の惑星、更には衛星は勿論何千も

の星たちの全体が、母なる太陽の光を受け、＜日

向ぼこ＞しているというのである。 

これは作者の広い視点からの見方と根源的
○ ○ ○

な
○

もの
○ ○

を
○

探求
○ ○

する
○ ○

心
○

によるものだといえる。 

 

 [特選] 

冬冬冬冬休み休み休み休み「「「「水金水金水金水金地地地地火…火…火…火…」と」と」と」と暗暗暗暗記記記記せせせせしししし    たかたかたかたか女女女女 

ロザリオロザリオロザリオロザリオのののの祈祈祈祈りにりにりにりに揺揺揺揺れる冬れる冬れる冬れる冬薔薇薔薇薔薇薔薇        一一一一    馬馬馬馬 

しなやかしなやかしなやかしなやかななななともともともとも女女女女のののの舞舞舞舞や冬のや冬のや冬のや冬の華華華華        重重重重    九九九九 

「「「「ＭＲＩＭＲＩＭＲＩＭＲＩ」」」」音音音音ののののせはせはせはせはしきしきしきしき師走師走師走師走かなかなかなかな    岩岩岩岩    介介介介 

寒寒寒寒林にまた林にまた林にまた林にまた広広広広がれりがれりがれりがれり雨雨雨雨のののの音音音音                十十十十    九九九九 

木枯木枯木枯木枯のののの路路路路地から地から地から地から路路路路地を地を地を地を駆駆駆駆けけけけ抜抜抜抜けりけりけりけり    好好好好    童童童童 

 

いずれにせよ、今回は珍しく秀作の天地人の３

賞すべてが、「兼題」の『惑星』からのものであ

った。一方、今年は多くの宇宙現象のあった年で

もあった。例えば、今年の世相を表す恒例の漢字

一文字には、“暑”が選ばれたが、これは広い意

味の宇宙環境に起因する問題である。また５月の

「金星」観測のための「あかつき」の発射、ある

いは６月の小惑星探査機「はやぶさ」が地球へ無

事帰還した世界初の快挙。あるいはまた 12 月の

皆既月食など宇宙関連の話題に明け暮れた一年

であった。 

他方、宇宙現象以外では民主党の迷走。デフ

レ・円高の進行……などに湧いた一年でもあった。 
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｢パソコンを使いこな｢パソコンを使いこな｢パソコンを使いこな｢パソコンを使いこなすすすす会」会」会」会」代表代表代表代表    林林林林    洋洋洋洋 

  

    

 

 

    パソコンのメンテパソコンのメンテパソコンのメンテパソコンのメンテナナナナンンンンスススス (２２２２)     

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」等の現象が現れて困ったこと

はありませんか。 

パソコン操作が重くなるのは色々な原因があ

りますが、次の事柄が主なものです。 

� 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 

これらの事象とその対策を簡単に説明します。

ただ、不具合のリスクもありますので、自己責任

で実施して下さい。 

【ハードディスクの整理】－デフラグ－【ハードディスクの整理】－デフラグ－【ハードディスクの整理】－デフラグ－【ハードディスクの整理】－デフラグ－ 

 パソコンにインストールしたプログラムや取

り込んだ写真、作成した文書等は、ファイルとし

てハードディスク（HDD）に保存されます。大き

なファイルは、HDD の小さな複数のセクターに

分かれて保存されます。 

 「デフラグ」とは、HDD の異なる場所にバラ

バラに保存されたファイルを順序良く並べ直す

作業のことです。ファイルが連続して並べばパソ

コンの動作も速くなります。 

次の手順でデフラグを実行しましょう。 

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アク

セサリ」→「システムツール」→「ディスク デ

フラグ」とクリック。現れた画面（下図）で「ボ

リューム」にある「（C）」をクリック（①）し、

「最適化」をクリックすると（②）、デフラグが

始まります。 

［注］Windows Vista、Windows 7 ではデフラグ

が自動実行されるので、手動での実行は必要あり

ません。 

【レジストリの整理】【レジストリの整理】【レジストリの整理】【レジストリの整理】 

レジストリは、ハードウェアやソフトウェアを

起動するうえで必要な様々な情報が書き込まれ

ている集中データベースです。パソコン上で行う

ほぼあらゆる操作がレジストリにアクセスして

情報を得ています。 

いくつものプログラムをインストールしたり

アンインストールしたりすると、レジストリがい

っぱいになってしまいます。また、アンインスト

ールしても削除しきれず溜まってしまうゴミフ

ァイルによってパソコンのパフォーマンスが低

下してしまいます。 

NTREGOPTはそんなレジストリを綺麗にお掃

除してくれるソフトです。 

まず、次の URL から“ntregopt-setup.exe”フ

ァイルをダウンロードします。 

http://www.altech-ads.com/product/10001071.htm 

次に、このファイルをダブルクリックしてプログ

ラム NTREGOPT をインストールします。デスク

トップに出来たアイコンをダブルクリックして

表示されるダイアログの “OK”ボタンをクリッ

クするだけで上図の様に最適化が開始します。終

了すると、再起動しますか？と聞かれるので、そ

れも OK すれば完了です。 

（Windows Vista、Windows7 では、「ダブルクリ

ック」の代わりに「右クリック」→「管理者とし

て実行」を選択して下さい。） 

この二つの操作で、かなり軽くなるはずです。 

もし、調子がおかしくなったら、「システムの復

元」を実行して下さい。方法は、次の URL を参

考にして下さい。 
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/using

/helpandsupport/learnmore/systemrestore.mspx 
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「寺社を巡る会」特別探訪も今回（2010.11.26）

で４回目となりました。今回も松本代表はじめ幹

事の皆さまのお骨折りにより、素晴らしい企画の

探訪となりました。先ずもって、コースの企画、

バス会社との交渉、現地ボランティアガイドの依

頼、そして詳細な歴史資料作成等のご労力に対し

て、こころより感謝申し上げます。 

探訪当日は朝早めの集合にもかかわらず、遅刻

者もなく定刻出発。途中、大黒 PA で小休止を取

り、順調に「鹿島神宮」に到着。 

到着直前から俄かに雨が降り出しましたが、幸

いなことに「鹿島神宮」（祭神 武
たけ

甕
みか

槌
つちの

命
みこと

）の

拝観に支障をきたすような状況にはならず、二組

に分かれて現地ガイドの案内で拝観いたしまし

た。さすが“常陸国一之宮”だけあって境内地も

広く、本殿周辺は杉の古木を中心にうっそうたる

森です。このころには雨も上がり森全体に霞がか

かり、こころが清められるような独特な雰囲気を

感じたのは私一人ではなかったと思います(写真

１)。 

時間の関係で“御手洗
み た ら し

の池”までは行かず、次

の「香取神宮」を目指しました。利根川を渡ると

すぐに到着するほど近距離にあります。 

先ずは参道の食堂で昼食を済ませ、いよいよ

「香取神宮」（祭神 経津
ふ つ

主 命
ぬしのみこと

）の拝観です。

当神社もこれまた“下総国一之宮”で、境内地も

広く社殿も立派で特に本殿は黒漆塗り、彫り物も

素晴らしく、鹿島神宮と甲乙付け難く、さすが創

建以来、千数百年となる古社であり、いにしえよ

り上下を問わず厚い崇敬を受け続けてきたこと

が強く感じられます(写真２)。 

「鹿島立ち」という言葉がありますが、これ 

は古代、大和（日本）を二分するほどの勢力を持

っていた出雲の大物主（オオナムチ）に対し国家

統一のため「国譲り」をせまらんがため、天照大

神の命を受け、武
たけ

甕
みか

槌
つちの

命
みこと

と経津
ふ つ

主 命
ぬしのみこと

が鹿島か

ら出立し、めでたく目的を達せられたことを今に

伝える言葉です。このことから二神は、武勇に優

れた神として崇められてきました。時代劇によく

出てくる剣道の道場には必ず二神が祀られてい

ます（現在の武道関係の道場でも同様と聞きま

「寺社を巡る会」特別探訪 

『鹿島・香取神宮と佐原の街並みを訪ねる』『鹿島・香取神宮と佐原の街並みを訪ねる』『鹿島・香取神宮と佐原の街並みを訪ねる』『鹿島・香取神宮と佐原の街並みを訪ねる』    
                                                                                                            小山 信二 

写真１ 雨上がりの鹿島神宮奥参道 

 

写真２ 香取神宮本殿 
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す）。 

また、特別探訪の資料に「東国三社詣」といっ

て、江戸時代までは、両社と「息栖
い き す

神社
じんじゃ

」（本来

の祭神不明）を巡拝することが盛んに行われてい

た旨、書いてありましたが、それ以上の言及がご

ざいませんでしたので、その関係について興味を

お持ちの方もいらっしゃるかと思い、＜参考＞と

して薄学も顧みず、私の調べたところを、考察も

含めて文末に記述いたしたいと思います。 

次に向かったのが佐原です。途中で現地のボラ

ンティアガイドがバスに乗ってきて案内してく

れました。最初に「観福寺」にある伊能忠敬の墓

を訪ね、それから佐原の町並みへと案内されまし

た。「水郷佐原山車会館」では“小江戸”佐原の

“江戸優り”と呼ばれた文化の片鱗に触れること

が出来ました。“佐原の大祭”と“佐原囃子”は

国指定の重要無形文化財とのことです。それから

「佐原町並み交流館」、「伊能忠敬の旧宅」や「樋

橋」（ジャージャー橋）(写真３)を見て、「伊能忠

敬記念館」を見学。彼の作成した地図とインテル

サットの映像との対比で、地図の正確さに驚くば

かりでした。彼の地図作りは 50才を過ぎてから

始まり、あの偉業を成し遂げたと聞き、ますます

感服するばかりでした。 

その後は、特別探訪の定番行事となった、酒蔵

（「東薫酒造」）を訪ね、酒を試飲し、各自お気に

入りの酒や酒まんじゅう等を買い求めて帰路に

着きました。帰りのバスの中はアルコール類もふ

んだんに出され、ほろ酔い機嫌で和気あいあい。

あっというまに金沢文庫へ着いてしまいました。

こうして晩秋の楽しい歴史特別探訪の一日は、幹

事さんの御苦労のお陰で事故も無く無事終了い

たしました。 

 

＜参考＞＜参考＞＜参考＞＜参考＞ 「東国三社」について「東国三社」について「東国三社」について「東国三社」について 

東国三社（鹿島神宮、香取神宮、息栖神社）の

関係については、「春日大社」の祭神から説明す

るのが分かりやすいのではないかと思います。昨

年の暮も押し詰まった 12 月 29 日に奈良を訪れ

る機会に恵まれ、特別探訪で拝観した二社（鹿島、

香取）と関係深い「春日大社」を訪れ“祭神”、

“由緒”等を再確認してまいりました。 

 

（１）「（１）「（１）「（１）「春春春春日大社」日大社」日大社」日大社」由緒由緒由緒由緒書書書書のののの抜粋抜粋抜粋抜粋 

  ＜祭神＞＜祭神＞＜祭神＞＜祭神＞ 

 第一殿  武甕槌命 

 第二殿  経津主命 

 第三殿  天児
あまのこ

屋根
や ね の

命
みこと

 

 第四殿  比売
ひ め

神
かみ

 

  ＜由緒＞＜由緒＞＜由緒＞＜由緒＞ 

「当大社は今から 1200余年前、

平城（ナラ）に都が出来たころ、神

代に功績のあった鹿嶋の武甕槌命を

三笠山の頂上にお祀りし…。称徳天

皇が神護景雲２年（768）に現在地

に社殿を造営し、経津主命、天児屋根命、

比売神を共に祀り四社明神と崇め奉っ

た…。創立以来上下の崇敬厚く、天皇、藤原一門、

また衆庶の参拝夥しく…。」 

その他、「春日野一帯 30万坪が旧来より境内

地と定められている…。現在いる約千頭の神鹿は

祭神 武甕槌命が鹿嶋から春日三笠山に遷座の

折に乗ってきた白鹿が繁殖したものと伝えられ

る。」と記されている。 

写真３ 樋橋(ジャージャー橋) 
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（２）「（２）「（２）「（２）「東国三東国三東国三東国三社」社」社」社」おおおおよよよよびびびび「「「「春春春春日大社」の日大社」の日大社」の日大社」の祭神祭神祭神祭神（（（（四四四四

神神神神）の）の）の）の関関関関係係係係 

「東国三社」および「春日大社」に祀られる四

神の関係は図４の通りである。 

 

（（（（３３３３）「）「）「）「息栖神息栖神息栖神息栖神社」の社」の社」の社」の由緒由緒由緒由緒書書書書のののの抜粋抜粋抜粋抜粋 

 「日川に「日川に「日川に「日川に鎮座鎮座鎮座鎮座していたしていたしていたしていた祠祠祠祠を、大を、大を、大を、大同同同同２年（２年（２年（２年（807））））

のののの右右右右大大大大臣臣臣臣 藤原内藤原内藤原内藤原内麿麿麿麿のののの命命命命によりによりによりにより現在現在現在現在地の地の地の地の息栖息栖息栖息栖にににに

遷座遷座遷座遷座したとしたとしたとしたと伝承伝承伝承伝承されているされているされているされている。。。。」」」」 

 「祭神は現在 岐
くどの

神
かみ

、天
あまの

鳥
とり

船
ふねの

神
かみ

、住吉
すみよし

三神
さんしん

と

され…。江戸時代には、主神を気吹戸主神として

いるものもあり…。」 

 

   （４）「（４）「（４）「（４）「息栖神息栖神息栖神息栖神社」の社」の社」の社」の祭神祭神祭神祭神のののの考察考察考察考察と「と「と「と「東国三東国三東国三東国三社社社社詣詣詣詣」」」」

のののの風風風風習について習について習について習について 

    この由緒書きから感じることは、要は神社に確

たる記録が残ってないと思われます。ただ、藤原

氏（右大臣）の命により遷座したと書かれている

点に注目したいと思います。““““藤原藤原藤原藤原氏氏氏氏のののの始祖始祖始祖始祖 中中中中

臣鎌足は臣鎌足は臣鎌足は臣鎌足は天天天天児屋根命児屋根命児屋根命児屋根命のののの裔裔裔裔であること、「であること、「であること、「であること、「春春春春日大日大日大日大

社」の（社」の（社」の（社」の（実際実際実際実際の）の）の）の）創建者は創建者は創建者は創建者は藤原藤原藤原藤原氏氏氏氏であり、一であり、一であり、一であり、一門門門門

のののの氏神氏神氏神氏神としてとしてとしてとして尊崇尊崇尊崇尊崇した。した。した。した。””””と「広辞苑」にも書か

れています。また、ある文献には、この地は天児

屋根命とヒトリヒメが結婚して住んだ「息栖宮」

と書いてありま

す。そしてヒトリ

ヒメが亡くなる

と、山城国に葬ら

れた天児屋根命

の方角（西向き）

に鳥居と社殿が

建てられたとも

書いてあります。 

私は 10数年前

に「息栖神社」を

訪れております。

社殿は小じんま

りしたコンクリート造りで、社務所には誰もおり

ませんでした。ただ、境内地は大変広く「東国三

社詣」が盛んだった江戸時代を物語っているよう

でした。特に鳥居は神社前の霞ヶ浦の水の中に西

向きに立っていて、夕陽の沈む光景の美しさが目

に浮かぶようでした。 

以上、以上、以上、以上、縷々述べ縷々述べ縷々述べ縷々述べささささせせせせていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、息息息息

栖神栖神栖神栖神社の社の社の社の祭神は祭神は祭神は祭神は天天天天児屋根児屋根児屋根児屋根ととととヒトリヒヒトリヒヒトリヒヒトリヒメにメにメにメに間違間違間違間違いいいい

なく、なく、なく、なく、江戸江戸江戸江戸時代まで時代まで時代まで時代までは三は三は三は三社の関社の関社の関社の関係係係係を人を人を人を人々々々々が分かが分かが分かが分か

っていて「っていて「っていて「っていて「東国三東国三東国三東国三社社社社詣詣詣詣」が」が」が」が行わ行わ行わ行われていたとれていたとれていたとれていたと考察考察考察考察

いたします。いたします。いたします。いたします。 

 

＜参考文献＞ 

「古事記」「日本書紀」「秀真政傳記
ホ ツ マ ツ タ エ

」「出雲大社

由緒略記」「広辞苑」 

「春日大社、鹿島神宮、香取神宮、息栖神社各由

緒書」 

 

注記） 写真は、ホームページ

（ http://picasaweb.google.com/wanokai.jisha/

101126# ）に掲載の特別探訪記録写真集（カラ

ー大判の写真集。撮影は吉田純一氏）から抜粋し

ました。 
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中国語教室の先生が実践のためと中国上海旅

行を企画、４年近く通い続けているものの、今だ

に「听不憧」（聞いてもわからない）状態ではあ

るが、普通語が通じるとのことで、腕試しと参加

してみた。 

 

1）人の）人の）人の）人の多多多多いこといこといこといこと…そ…そ…そ…それもれもれもれもエネルギエネルギエネルギエネルギッッッッシシシシュュュュだ。だ。だ。だ。 

 地下鉄に乗ってみることから始まった。地下街

に入るやその凄まじい人の群れに驚いたのであ

る。特に上海駅からかつての租界地であった外灘

に向かう途中、乗り換えた人民広場駅は巨大な地

下空間。そこには溢れんばかりの人の往来。あま

り親切でない表示を頼りにキョロキョロしなが

ら歩く我々を尻目に大声で話しながら通り過ぎ

ていく。次の巨大なショッピングモールの中にも

それを埋め尽くす小洒落な服装の若者の群れ。月

曜の雨にもかかわらず観光客でごった返す浅草

の規模を大きくしたような豫園商城…等々。特に

若い人が殆どで、それだけにエネルギッシュとい

うか我々にとっては騒々しく感じるが、現在の中

国のエネルギーを象徴しているのだろう。思えば

1960 年代、われらの時代を謳歌した若者で溢れ

た新宿あたりを彷彿とする風景である。確かに、

その頃日本は経済の絶頂期に向かったような気

がする。現在は中国がその時期なのだろう。 

確実に中国は世界の工場とともに巨大なマー

ケットに変容しつつあり、経済成長は中間層の増

加にあるとの経済学者の一説を雄弁に物語って

いるようである。この沿岸部の経済成長が内陸ま

で及ぶかと思うとその巨大さは想像を絶する。そ

ういえば蘇州まで乗った時速 350ｋｍを超える

新幹線が、果ては新彊ウルムチまで含んだ新幹線

網が計画されているという。その巨大な経済力を

もった中国が中華思想と結び着かないようにと

ただただ祈るばかりである。 

それにしても老人と子供の姿は少なかった。若

者とは時間と場所が異なるのだろうか。 

 

2））））中国は多中国は多中国は多中国は多様様様様だ。だ。だ。だ。 

“到陸家嘴多少銭？”（陸家嘴までいくら？）。

そんな初めての中国語が通じて単純に喜んで乗

った地下鉄ですぐさま若者に席を譲られた。それ

も一度ならず帰途でも。文化大革命を経ても老人

を尊ぶ儒教 3000 年の歴史の重みを痛感。自己主

張の強い気質と共存している。だからこれまた面

白い。 

伝統工芸美術を展示・実演・販売している美術

館でのこと。どうやらここは国営の美術館。客は

我々だけだったこともあるが、従業員は皆、所在

なさそう。中には居眠りをしているものもいる。

あの混雑のエネルギーはどこに行ったのと思わ

せるほどの素っ気ない接客態度には辟易、みやげ

物を買う気が失せた。改革開放以前の社会主義の

悪しき一面の残滓といったら叱られるか。 

 先のショッピングモールでのこと。猥雑な空間

から別世界のような閑静なレストランのある階

が突然現れた。先に述べた日本の浅草にも似た豫

園商城に至っては同じ店で食事をするのに長蛇

の列とそれを尻目に悠然と店に入る予約客（ある

金額以上でないと予約できないそうだ）のコント

ラストには驚きを禁じ得なかった。中間層と富裕

層が隣り合っている風景に些か驚いた。格差社会

の反映は当たり前の日常風景だそうだ。 

 蘇州に行くと車の渋滞が日常の上海と違って

車は比較的少なく、電動自転車が圧倒的に多い。

車社会になる直前らしく、まずは電動自転車から

がマイカーへの一歩だそうだ。内陸部に行くと自

転車が多くなるのだろう。 

 それにしても安い物価（地下鉄、タクシー料金）

と日本並みの物価（ホテル、食事）は落差が大き

いのが印象的だ。地上 100 階の展望台入館料に

至っては 150元。日本円にしたら 2000円を超え

中国江南上海に想う中国江南上海に想う中国江南上海に想う中国江南上海に想う                    大門 利晴 
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る。 

 かくして春秋時代の呉からの歴史をもつ蘇州

から近未来都市の感を呈する上海まで、沿海部だ

けでも多様な中国を実感した。内陸部に行くとま

た違う様相を呈しているのであろう。 

 

3））））倭倭倭倭ののののルルルルーーーーツ？ツ？ツ？ツ？ 

 上海の豫園と蘇州の留園の庭園を見学した。い

ずれも原色で飾られた北京の故宮や天壇と違っ

て緑の樹木、池の水、石、そして黒みがかった建

屋の色はどこか日本式の庭園に近いものがある。

禅宗を通じて日本の鎌倉・室町の庭園文化に影響

を与えたに違いない。もっとも石の使い方は日本

と歴然とした差。妙に屹立しているといった感じ

であり、日本なら緑と石と水が自然と融合・調和

しているのだが。特に芸術に凝り、政治を顧みず

国を滅ぼしたといわれる北宋最後の皇帝徽宗が

北京に運ぼうとしたが重くて運べなかったと伝

えられる石は自然石だというがデコラティブな

現代アート風で、美意識にかなりの差があるよう

だ。我々の先祖は自らの感性に合った文化を選択

的に中国から受け入れたのであろう。 

 留園では意外にも多数の盆栽に遭遇。盆栽は日

本固有のものであると勝手に思い込んでいたが

どうやら間違いのようだ。その淵源は中国か。日

本のそれと比べると若干大振りだが盆に生けら

れた樹は確かに盆栽。特に部屋の内から丸窓越し

に盆栽を見る風景は見事という他ない。どこか京

都の寺辺りで見た記憶があるような…。 

 今日、日中の文化は全くの異質だが、越に滅ぼ

された呉の難民が日本の弥生文化の形成の一翼

を担ったとかの一説にリアリティを思わせるほ

ど、遥か遠い時代に共有する文化があったのでは

ないかと感じさせられることもあった。 

 

 それにしても我が中国語は殆ど役立たず、出直

し勉強の要あり。「生涯学習」だッー！と反省し

ていると尖閣諸島を巡って日中関係はあれよあ

れよという間に悪化の一歩を辿っている。漁船の

衝突後の上海だったが、そのような雰囲気は微塵

もなかっただけに急激な変化に戸惑うばかりだ。 

 

 

上海ワールドフィナンシャルセンターの 
展望台(474ｍ)からの夜景 
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2011 年 3 月～2011 年 5 月の予定        注：表中の「 CC 」は、「 地区センター 」の略 

 3月    4月    5月    

学習会学習会学習会学習会    予定なし 予定なし 

5月 14日(土)能見台 CC 

定期総会 9：15～10：25 

学習会  10：35～11：45 

日本の治安-安全な金沢- 

浮雲俳句会代表 

北野 清市 氏 

寺社を寺社を寺社を寺社を    

巡る会巡る会巡る会巡る会 

3月3日(木) 

集合：JR逗子駅  

テーマ：横須賀西部 

行動：浄楽寺,芦名城址,十二所
神社,淡島神社,天神島,福本寺 

4月7日(木) 
集合：JR衣笠駅  
テーマ：横須賀中央部 

行動：衣笠城址,大善寺,満昌
寺,近殿神社,清雲寺 

5月6日(金) 
集合：京急馬堀海岸駅  
テーマ：走水 
行動：走水水源地,御所ｹ崎台
場,円照寺,走水神社,観音崎
灯台 

古文書古文書古文書古文書をををを    

読む会読む会読む会読む会 

3月 10日(木)金沢 CC 

野嶋浦、鈴木家文書 

3月 24日(木）金沢公会堂 

江戸宝永期の富士山大噴火 

4月 14日(木)金沢公会堂  

野嶋浦、鈴木家文書 

4月 28日(木）(仮)金沢 CC 

江戸宝永期の富士山大噴火 

5月 12日(木）金沢公会堂 

 野嶋浦、鈴木家文書 

5月 26日(木)金沢公会堂 

江戸宝永期の富士山大噴火 

ふれあいふれあいふれあいふれあい    
の道の道の道の道    

歩こう会歩こう会歩こう会歩こう会 

3月 17日(木） 

千葉24ニホンザルと出会うみち 

千葉 25 九十九谷をたどるみち 

3月 31日(木） 

栃木 16 アシそよぐ水辺のみち 

4月 21日(木） 
茨城 5自然林を歩く道 

5月 19-20日 

茨城 2杉並木のうつくしい道 

茨城 3 伝説の山と僧兵ゆかりのみち 

茨城 4 焼物とお稲荷さんへのみち 

懐かし懐かし懐かし懐かしのののの    

映画映画映画映画をををを    

観観観観るるるる会会会会 

3月 14日(月)金沢 CC 12 時～ 

 ひまわり(伊） 

3月 26日(土）金沢 CC 12 時～ 

 シンドラーのリスト(米） 

未定 未定 

浮浮浮浮        雲雲雲雲    

俳句会俳句会俳句会俳句会    

3月 27日(日）9：30～金沢 CC 
テーマ：朧月 

4月 24日(日）9：30～金沢 CC 

テーマ：吟行会浮雲 
5月 22日(日）9：30～金沢 CC 

テーマ：五次元 

パソコンパソコンパソコンパソコン    

を使いを使いを使いを使い    

ここここなす会なす会なす会なす会    

3月 1日(火）横浜市市民活動
支援センター 

インターネット基礎講座 
3月 15日(火) 金沢 CC 
画像処理基礎講座 

4月 5日(火）金沢 CC 
EXCEL基礎講座 

4月 19日(火) 金沢 CC 
WORD基礎講座 

5月 3日(火）金沢 CC 
WORD基礎講座 

5月 17日(火）金沢 CC 
インターネット基礎講座 

9：30～12：00 9：30～12：00 9：30～12：00 

 

各連絡先：前号参照願います。 

 編 集 後編 集 後編 集 後編 集 後 記記記記        

北国の雪は今年記録的とか。本当に寒い日が続きましたが

節分もすぎ、ようやく春の兆しを感じられるようになってき

ました。会報もこの号から新しく「懐かしの映画を観る会」

から鑑賞録を連載していただく事になりました。内容も幅広

くますます充実してきていること嬉しい限りです。これから

も多くの皆様からの支援をお願いしたいと思います。（ＴＹ） 
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